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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(１）連結経営指標等

回次 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期
決算年月 平成20年２月 平成21年２月 平成22年２月 平成23年２月 平成24年２月

売上高 千円 47,823,177 － － － －

経常損失 千円 1,524,658 － － － －

当期純損失 千円 4,094,912 － － － －

純資産額 千円 560,175 － － － －

総資産額 千円 25,442,855 － － － －

１株当たり純資産額 円 18.06 － － － －

１株当たり当期純損

失
円 132.04 － － － －

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益
円 － － － － －

自己資本比率 ％ 2.20 － － － －

自己資本利益率 ％ △156.40 － － － －

株価収益率 倍 － － － － －

営業活動による

キャッシュ・フロー
千円 △1,752,550 － － － －

投資活動による

キャッシュ・フロー
千円 978,742 － － － －

財務活動による

キャッシュ・フロー
千円 △1,271,016 － － － －

現金及び現金同等物

の期末残高
千円 1,320,271 － － － －

従業員数

［外、平均臨時雇用者

数］

人
749

[1,746]

－

[－]

－

[－]

－

[－]

－

[－]

　(注） １．売上高には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。）は含まれておりません。

　　　　２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失

　　　　　　であるため記載しておりません。

        ３．第46期より子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企

            業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要

            性が乏しいものとして、連結財務諸表を作成しておりません。
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(２）提出会社の経営指標等

回次 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期
決算年月 平成20年２月 平成21年２月 平成22年２月 平成23年２月 平成24年２月

売上高 千円 47,681,16240,693,10135,269,49929,482,51626,063,126

経常損失 千円 1,522,1461,822,0611,996,672538,615 366,913

当期純利益又は

当期純損失(△）
千円 △4,122,084△159,683△3,226,9982,015,742△879,165

持分法を適用した

場合の投資利益
千円 － － － － －

資本金 千円 3,754,5484,504,5484,504,5484,541,2984,541,298

発行済株式総数 千株 31,053 33,717 33,717 35,249 35,249

純資産額 千円 618,6881,952,954△1,275,098816,729 △42,899

総資産額 千円 25,483,45521,688,56117,140,92114,057,72912,317,036

１株当たり純資産額 円 19.95 57.96 △37.84 23.19 △1.22

１株当たり配当額

(内１株当たり中間

配当額）

円
－

(－）　

－

(－）　

－

(－）　

－

(－）　

－

(－）　

１株当たり当期純利

益又は当期純損失

(△）　

円 △132.92 △6.18 △95.78 59.79 △24.96

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益
円 － － － 52.77 －

自己資本比率 ％ 2.43 9.00 △7.44 5.80 △0.35

自己資本利益率 ％ △153.21 △12.42 △952.12 △879.53 △227.20

株価収益率 倍 － － － － －

配当性向 ％ － － － － －

営業活動による

キャッシュ・フロー
千円 － △1,572,511△878,393△690,424△120,597

投資活動による

キャッシュ・フロー
千円 － 1,065,3061,065,4131,137,696814,715

財務活動による

キャッシュ・フロー
千円 － 369,082△480,845△543,752△981,903

現金及び現金同等物

の期末残高
千円 － 1,161,786866,883 769,363 481,566

従業員数

［外、平均臨時雇用

者数］

人
745

[1,746]

680

[1,795]

631

[1,647]

436

[1,462]

422

[1,247]

　(注） １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第45期より第47期は潜在株式は存在するものの、１

　　　　　　株当たり当期純損失であり、第49期は潜在株式は存在しないため記載しておりません。

　　　　３．第45期の持分法を適用した場合の投資利益、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の期末残高については、連結財務

            諸表を作成しているため、記載しておりません。
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２【沿革】

　昭和24年７月初代代表取締役社長宮崎正守(昭和58年11月21日死去）と元代表取締役会長宮崎紀子(平成４年２月29日

死去）が東京都杉並区高円寺南928番地において新星堂を創業、レコード・楽器の小売を開始。

　レコード小売事業としての拡大を図る目的をもって、昭和39年６月１日、株式会社新星堂(資本金5,000千円、券面額500

円）を東京都杉並区天沼一丁目165番地(住居表示変更により現在東京都杉並区天沼三丁目８番２号）に設立。

年月 事項

昭和39年６月 レコード・楽器類及び各種電気機器・器具の販売を目的として、東京都杉並区天沼に、株式会社新

星堂(資本金5,000千円、券面額500円）を設立。

昭和43年３月 東京都杉並区上荻に、本社を移転。

昭和43年４月 東京都杉並区天沼に、スポーツ用品販売の第１号店を出店。新星堂スポーツと呼称し、スポーツ用

品販売分野に初進出。

昭和46年12月大阪市南区に、関西地区初の音楽用品及び楽器売場を出店。関西地区への進出を図る。

昭和47年３月 東京都武蔵野市の吉祥寺駅ビル内に、初の楽器専門店を出店。

昭和49年10月名古屋市千種区に、中京地区初の音楽用品及び楽器売場を出店。中京地区への進出を図る。

昭和50年10月宮城県仙台市に、東北地区初の音楽用品売場を出店。東北地区への進出を図る。

昭和51年７月 群馬県高崎市に、商業ビルを賃借し、音楽用品・楽器、スポーツ用品と併せ、書籍の第１号店を出

店。当書籍売場を新星堂書籍と呼称し、書籍販売分野に初進出。

昭和52年３月 単独の楽器売場及び音楽用品売場に併設されている約70㎡以上の楽器売場をROCK INN(ロックイ

ン）と呼称し、楽器販売の専門店化を図る。

昭和52年７月 福岡市中央区に、九州地区初の音楽用品売場を出店。九州地区への進出を図る。

昭和52年10月山口県下関市に、中国地区初の音楽用品売場を出店(下関店）。中国地区への進出を図る。

昭和52年12月東京都杉並区高円寺に、輸入盤販売専門の第１号店を出店、DISK INN(ディスクイン）と呼称し、輸

入盤販売の専門店化を図る。

昭和58年２月 複合大型店舗の展開を図る店舗形態をカルチェ５(ファイブ）と呼称。

昭和59年３月 内外の音楽著作権の管理を目的として、シリウス株式会社に資本参加(資本金1,000千円、東京都渋

谷区）。

昭和59年９月 録音及び録画物の企画、製作、製造並びに販売を目的として、株式会社オーマガトキ(資本金1,000

千円、東京都杉並区）を設立。

昭和60年６月 東京都杉並区天沼に、初の中古楽器専門店を出店。

昭和61年９月 石川県金沢市に、北陸地区初の音楽用品売場を出店。北陸地区への進出を図る。

平成２年11月 愛媛県松山市に、四国地区初の音楽用品売場を出店。四国地区への進出を図る。

平成３年10月 東京都立川市の「フロム中武」内のスポーツ用品売場に、アメリカン・プロスポーツ・カジュア

ル専門のイン・ショップを出店。Forty★four(フォーティフォー）と呼称。

平成６年11月 資本金を31億80,800千円に増資。日本証券業協会に株式を店頭登録。

平成７年７月 録音・録画物及び楽器等の販売を目的として、香港新星堂有限公司(資本金4,000千香港ドル、香港

新界沙田火炭山尾街）を設立。(平成15年10月31日に解散し清算結了）

平成10年11月埼玉県吉川市に、物流の合理化及び店舗運営の効率化を目的として、ロジスティクスセンターを開

設。

平成12年11月世界の三大ギターブランド「リッケンバッカー」の日本総代理店業務を開始。

平成16年12月日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。

平成17年10月携帯端末及びインターネットを利用した通信販売及び情報配信を目的として、株式会社新星堂

ポータル(資本金50,000千円、東京都杉並区）を設立。(平成19年11月30日清算結了）

平成18年４月 スポーツ事業を株式会社ヤマノスポーツシステムズに営業譲渡。 

平成18年６月 第三者割当増資により資本金を37億54,548千円に増資。

平成20年８月 ２株を１株にする株式併合を実施し、１単元を1,000株から500株に変更。

平成20年８月 第三者割当増資により資本金45億4,548千円に増資。

平成21年６月 新星堂創業60周年として記念事業を実施。

平成21年９月 埼玉県新三郷市の三井ショッピングパーク・ららぽーと新三郷に新ブランド「ＲＯＣＫ　ＩＮＮ　

ＭＵＳＩＣ」を新規出店。

 平成23年２月  第三者割当増資により資本金45億41,298千円に増資。

平成23年３月 新星堂モバイルプラス株式会社を設立。
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３【事業の内容】

　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。

　なお、次の３事業は「第５　経理の状況　１財務諸表等　（１）財務諸表　注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一

であります。　

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

　事業の系統図は、以下のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

　 重要性が乏しいため連結財務諸表または持分法の対象としていない関係会社は３社であります。　

　

５【従業員の状況】

　

(１）提出会社の状況

 平成24年２月29日現在

 従業員数(人）  平均年齢(歳）  平均勤続年数(年）  平均年間給与(円）

422人

      [1,247人]
44.1 22.7 3,859,618

　

セグメントの名称 従業員数（人）

音楽事業 303（1,188）

書籍事業 3   （25)

報告セグメント計 306（1,213）

その他 －   （－）

全社（共通） 116   （34）

合計 422（1,247）

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は［　］内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．全社（共通）として記載されている従業員は、管理部門に所属しているものであります。    

　

(２）提出会社の労働組合の状況

① 名称 新星堂ユニオン

② 所属上部団体 ＵＩゼンセン同盟流通部会　専門店ユニオン連合会

③ 結成年月日 昭和59年３月１日

④ 組合員数 404名

⑤ 労使関係 労使関係は、現在においても円満に推移しており、特記すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(１）業績

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、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３億94百万円等、４億54百万円を特別損失として計上した

ため、８億79百万円(前事業年度は20億15百万円の当期純利益)となり、42百万円の債務超過となりました。

　

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。

　

セグメント別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。
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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震災の影響により需要が減退し、加えて電子部品

メーカーの被災により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）

書籍事業は平成22年９月より柏店１店舗となりました。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(前事業年度は退店分を含めて７億90百万円、前

事業年度比64.9％)となりました。

なお、柏店の売上高の前事業年度比は98.3％でありました。（同店における書籍のみの売上高の前事業年度比は

100.1％）。　

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。

　

(２）キャッシュ・フロー

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ、２億87百万円減少

し、４億81百万円となりました。

  

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（前事業年度は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、税引前当期純損失を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（前事業年度は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、また敷金保証金の回収による収入が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（前事業年度は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。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(１）生産実績

該当事項はありません。

　

(２）受注実績

該当事項はありません。

　

(３）商品仕入実績

当事業年度の仕入実績をセグメント別に示すと、以下のとおりであります。

セグメントの名称
当事業年度

 (自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日）

 前年同期比(％）

音楽事業 (千円） 17,658,106 92.3

書籍事業 (千円） 384,571 93.4

その他 (千円） 40,024 116.9

合計 (千円） 18,082,701 92.4

　(注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(４）販売実績

当事業年度の販売実績をセグメント別に示すと、以下のとおりであります。

セグメントの名称
当事業年度

 (自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日）

 前年同期比(％）

音楽事業 (千円） 25,383,293 88.9

書籍事業 (千円） 513,027 64.9

その他 (千円） 166,806 111.7

合計 (千円） 26,063,126 88.4

　(注）１. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　 ２．当社の販売は主に一般消費者に対するものであり、主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績

　　　　　 に対する割合の記載は省略しております。

　

３【対処すべき課題】

　当社の主力商品である音楽・映像ソフトの市場規模は縮小と流通チャネルの変化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、取引先メーカー各社との取引関係を強化と商品戦略の進化によって粗利率の

向上を図ると同時に、店舗販売については、各種経費を圧縮して効率性を高め安定して収益を計上できる体質への転換

を進め、Ｅコマース事業においては、新システム稼働による顧客サービスの改善と品揃えの拡大による売上の拡大を図

ることで事業としての成長を目指します。また、楽器については、店頭販売・卸販売とも国内営業基盤を強化してブラン

ド力を高め、特に卸販売においては、アジア展開への基礎固め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、競争環境が大きく変化しておりますが、着実に収益を獲得できる体質を構築してまいります。
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４【事業等のリスク】

　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、当社の事業に関わるリスクで投資者の判断

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最大限の注力をして参る所存であります。なお、文中には、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。

　

(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。
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(８）継続企業の前提に関する重要事象等について

「継続企業の前提に関する事項」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。

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

充分な最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。

「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。また自社ブランド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。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。

　

EDINET提出書類

株式会社新星堂(E03232)

有価証券報告書

11/86



５【経営上の重要な契約等】

当社は、平成24年２月29日に、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「金銭準消費

貸借契約書」及び、のぞみ債権回収株式会社と「金銭準消費貸借契約書の変更等に関する覚書」を締結いたしました。

これにより平成24年２月末日現在残高76億13百万円の借入金の弁済期限が平成25年３月29日まで延長され、社債10億

円は借入金（弁済期限平成25年３月29日）に振り替えられ、いずれも支払利息は年金利0.5%に軽減されることとなりま

した。

　　

６【研究開発活動】

　特記すべき事項はありません。

　

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。　

　

(１）重要な会計方針及び見積り

　当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に基づき作成されておりま

す。この財務諸表の作成にあたりましては、決算日における資産及び負債の計上、期中の収益及び費用の計上を行う

ために必要に応じて会計上の見積りを用いております。これらの見積りは、過去の実績等を勘案して合理的に判断

しておりますが、見積りの性質上、不確実性があるため実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があります。

　

(２）当事業年度の財政状態の分析　

① 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13億18百万円減少いたしまし

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。

　

② 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４億22百万円減少いたしまし

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。

　

③ 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などによるものであります。

　

④ 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。

　

⑤ 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、主に当期純損失を８億79百万円計上したことによるものであります。
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(３）当事業年度の経営成績の分析　

① 売上高

　当事業年度の売上高は、前事業年度と比較して34億19百万円減少し260億63百万円となりました。なお、売上高の減

少要因については、「第２　事業の状況　１　業績等の概要　（１）業績」をご参照下さい。

　

② 売上原価

　当事業年度の売上原価は、取引先メーカー各社の協力による独自商品の展開や、新たな商品政策に基づく仕入条件

の改定に取り組みましたが、大幅に売上高が減少した結果、前事業年度と比較して25億６百万円減少し183億25百万

円となりました。また、売上原価率は前事業年度の70.7%に対し70.3%と改善しました。

　

③ 販売費及び一般管理費

　当事業年度の販売費及び一般管理費は、人件費、物件費、その他各種経費の削減を行い、前事業年度と比較して10億

62百万円減少し79億68百万円となりました。また、売上高に対する販売費及び一般管理費の比率は、前事業年度の

30.6%と変わりませんでした。なお、販売費及び一般管理費の減少要因については、「第２　事業の状況　１

　業績等の概要　（１）業績」をご参照下さい。

　

④ 営業損失

　当事業年度の営業損失は、前事業年度と比較して１億49百万円減少して２億31百万円となりました。また、売上高

営業利益率は、前事業年度の△1.2%に対し△0.8%となりました。

　

⑤ 営業外損益

　当事業年度の営業外収益は前事業年度と比較して12百万円減少し67百万円となりました。これは、受取手数料が４

百万円増加したものの、営業補償金等の受取額が16百万円減少したことが主な要因であります。

営業外費用は、前事業年度と比較して35百万円減少し２億３百万円となりました。これは、支払利息が26百万円減少

したことが主な要因であります。

　

⑥ 経常損失

当事業年度の経常損失は、前事業年度と比較して１億71百万円減少して３億66百万円となりました。また、売上高

経常利益率は、前事業年度の△1.8%に対し△1.4%となりました。

　

⑦ 特別損益

　当事業年度の特別利益は前事業年度と比較して34億13百万円減少して49百万円となりました。これは、固定資産売

却益を36百万円計上したことが主な要因であります。

特別損失は、前事業年度と比較して３億64百万円減少し、４億54百万円となりました。これは、資産除却債務に関す

る会計基準を適用したことに伴い、過年度償却分３億94百万円を一括計上したことが主な要因であります。

　

⑧ 当期純損益

　当事業年度の当期純損失は、８億79百万円となり、前事業年度の当期純利益20億15百万円と比較して28億94百万円

減少となりました。また、売上高当期純利益率は、前事業年度の6.8%に対し、△3.4%となりました。
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(４）経営成績に重要な影響を与える要因について

「第２　事業の状況　４　事業等のリスク」に記載しております。

　

(５）経営戦略の現状と見通し

　当社は、お客様の音楽に関するライフスタイル全般についてご提案できる「音楽生活のリーディングカンパ

ニー」となることをビジョンとして掲げ、音楽・映像の楽しみ方に関する様々なニーズに応えられることを目指し

ております。

　音楽・映像ソフト市場の縮小が続くなか、取引先メーカー各社の協力の下で新たな商品施策を拡大して売上総利

益率を改善すること、業務改革の徹底推進により作業効率を改善することによって営業損益を改善すると同時に、

新規事業であるモバイル事業や、なお成長が見込めるＥコマース事業、楽器事業に経営資源を集中して、企業価値を

高めてまいります。

　

(６）資本の財源及び資金の流動性についての分析

① 資金需要

資金需要の主なものは、店舗の出店にかかる設備資金呼び差入れ保証金及び在庫資金をまかなうものであります。

　

② 資金の源泉

主として、営業キャッシュ・フロー及び保証金の返還等により資金を調達しております。

　

③ キャッシュ・フローの状況

「第２　事業の状況　１　業績等の概要　(２）キャッシュ・フロー」に記載しております。

　

(７）経営者の問題意識と今後の方針について

「第２　事業の状況　３　対処すべき課題」に記載しております。

　

(８）継続企業の前提に関する重要事象等について

 「継続企業の前提に関する事項」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。

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

充分な最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。

「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
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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。また自社ブランド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。

　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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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当社では、主な設備投資としましては音楽事業での７店舗の新規出店(東京都八王子市/ロックインミュージック八王

子東急スクエア店、奈良県生駒市/イオンモール奈良登美ヶ丘店、茨城県下妻市/イオンモール下妻店、栃木県佐野市/イ

オンモール佐野新都市店、愛知県名古屋市千種区/イオンタウン千種店、神奈川県横浜市港北区/トレッサ横浜店、宮城県

仙台市太白区/ザ・モール仙台長町店）モバイル事業での16店舗の設立新規出店は前事業年度のテスト店舗よりの新規

店舗としての３店舗、本事業年度より新規出店として13店舗、そして21店舗の改装（モバイルプラス店舗含む）及びそ

の他の設備投資を実施したことにより、設備投資額は86百万円となりました。書籍事業における新店及び改装はありま

せん。

　

２【主要な設備の状況】

当社における平成24年２月29日現在の主要な設備は、以下のとおりであります。

事業所名
（所在地）

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額
従業員数
(人）

期末売場　　
　 面積 
(㎡）

建物及び
構築物
 (千円）

土地
 (千円）
 (面積㎡）

工具、器具
及び備品
 (千円）

合計
 (千円）

音楽店舗

(東北地区）
13店 音楽事業 店舗設備 40,149 － 7,589 47,739

22

[71]
4,248.61

音楽・書籍店舗

(関東地区）
111店

音楽事業

書籍事業

その他　

店舗設備 413,664
878,898

(770.92)
88,3661,380,929

197

[703]
28,457.84

音楽店舗

(中部・東海地区）
26店 音楽事業 店舗設備 72,151 － 24,27696,427

29

[206]
6,445.60

音楽店舗

(近畿地区）
18店 音楽事業 店舗設備 36,413 － 6,222 42,636

25

[107]
3,928.25

音楽店舗

(中国・四国地区）
4店 音楽事業 店舗設備 16,366 － 4,651 21,018

6

[33]
1,088.11

音楽店舗

(九州地区）
8店 音楽事業 店舗設備 12,860 － 3,396 16,257

16

[49]
2,520.56

本社及び関連施設

(東京都杉並区他）
 その他

統括業務　　

施　　設
86,338

315,580

(488.82)
9,462411,381

127

[60]
－

　(注） １．平成24年２月末帳簿価額によっております。

２．従業員数は期末就業人員数によっており、従業員数の［　］内は、期末臨時雇用者数を外書きしております。

３．本社及び関連施設には、営業部事務所を含んでおります。

４．上記の他、リース契約による主な賃借設備は、以下のとおりであります。

名称 数量
主なリース期間
 (年）

年間リース料
 (千円）

未払リース料
 (千円）

レジスター

(所有権移転外ファイナンス・リース）
97台 1 589 －

コンピューター

(所有権移転外ファイナンス・リース）
82台 1 349 －

盗難防止機

(所有権移転外ファイナンス・リース）
 82台 3 40,228 31,885

　（注）未払リース料につきましては、未払リース料から減損損失累計額を控除した金額を記載しております。

　

３【設備の新設、除却等の計画】

　(１）重要な設備の新設等

　　　　重要な設備の新設の計画はありません。

　(２）重要な設備の除却等

　　　　重要な設備の除却等の計画はありません。　　　　　
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

　①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数 (株）

普通株式 106,618,000

計 106,618,000

　②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数(株）
(平成24年２月29日）

提出日現在発行数 (株）
(平成24年５月25日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 35,249,090 35,249,090

   　大阪証券取引所

　　  ＪＡＳＤＡＱ

　　 (スタンダード）

単元株式数500株

計 35,249,090 35,249,090 － －

　　

（２）【新株予約権等の状況】

　会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

　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）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。
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（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
 (株）

発行済株式
総数残高
 (株）

資本金増額  
(千円）

資本金残高 
(千円）

資本準備金増
減額(千円）

資本準備金　
残高(千円）

　平成20年６月２日

(注）１　
△1,117,32029,935,680 － 3,754,548 － 3,247,528

　平成20年８月１日

(注）２　
△14,967,84014,967,840 － 3,754,548 － 3,247,528

　平成20年８月４日　

(注）３　
18,750,00033,717,840750,0004,504,548750,0003,997,528

　平成21年５月28日　

(注）４　
－ 33,717,840 － 4,504,548△3,258,771738,756

　平成23年２月24日　

(注）５　
1,531,25035,249,09036,7504,541,29836,750 775,506

　 (注）１.  自己株式の消却による減少であります。

２.  株式併合(２株を１株に併合）による減少であります。

３.  有償第三者割当増資

     発行価格 80円

     資本組入額 40円

     割当先

 

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

ワンスアラウンド株式会社

     払込金総額 1,500,000千円

４．会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものでありま

す。

５.  有償第三者割当増資

     発行価格 48円

     資本組入額 24円

     割当先 株式会社光通信

     払込金総額 73,500千円

　

（６）【所有者別状況】

 平成24年２月29日現在

区分

株式の状況 (１単元の株式数500株） 単元未満　
株式の状況
 (株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の　
法　　人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数 (人） － 3 21 47 3 2 2,765 2,841 －

所有株式数

 (単元）
－ 1,056 1,129 48,006 75 5 20,160 70,431 33,590

所有株式数の

割合 (％）
　－ 1.50 1.60 68.16 0.11 0.01 28.62 100.00 －

　(注）１．「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の株式が６単元含まれております。

       ２．自己株式26,645株は「個人その他」に53単元及び「単元未満株式の状況」に145株含めて記載しております。
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（７）【大株主の状況】

 平成24年２月29日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
 (千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合 (％）

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

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 17,500 49.65

カルチュア・コンビニエンス・

クラブ株式会社
大阪府大阪市北区梅田二丁目５番25号 2,315 6.57

株式会社光通信 東京都豊島区西池袋一丁目４番10号 1,531 4.34

ワンスアラウンド株式会社 東京都世田谷区奥沢三丁目47番17号 1,250 3.55

新星堂共栄会 東京都杉並区上荻一丁目23番17号 650 1.84

日本出版販売株式会社 東京都千代田区神田駿河台四丁目３番 600 1.70

大阪証券金融株式会社 大阪府大阪市中央区北浜ニ丁目４番６号　 525 1.49

新星堂社員持株会 東京都杉並区上荻一丁目23番17号　 521 1.48

株式会社丸和運輸機関 埼玉県吉川市旭７番地１号 400 1.13

奥田和香子 奈良県奈良市 283 0.80

計 － 25,575 72.56

　

（８）【議決権の状況】

　①【発行済株式】

 平成24年２月29日現在

区分 株式数 (株） 議決権の数 (個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式 (自己株式等） － － －

議決権制限株式 (その他） － － －

完全議決権株式 (自己株式等） 普通株式　   26,500 － －

完全議決権株式 (その他） 普通株式 35,189,000 70,378 －

単元未満株式 普通株式     33,590 －
１単元(500株）未満の

株式

発行済株式総数 35,249,090 － －

総株主の議決権 － 70,378 －

（注）「完全議決権株式(その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株含まれております。また「議

      決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数６個が含まれております。

　

　②【自己株式等】

 平成24年２月29日現在

所有者の氏名　　又
は名称

所有者の住所
自己名義所有　
株式数 (株）

他人名義所有　
株式数 (株）

所有株式数の　
合計 (株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合 (％）

株式会社新星堂
東京都杉並区上荻

一丁目23番17号
26,500 － 26,500 0.08

計 － 26,500 － 26,500 0.08
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（９）【ストックオプション制度の内容】

　　該当事項はありません。

　

２【自己株式の取得等の状況】

　【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

   　 該当事項はありません。

　

（２）【取締役会決議による取得の状況】

    　該当事項はありません。

　

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　会社法第155条第７号

区分 株式数 (株） 価額の総額 (円）

当事業年度における取得自己株式 712 33,328

当期間における取得自己株式 － －

　(注） 当期間における取得自己株式数には、平成24年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の 

      買取りによる株式は含まれておりません。　

　

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数
 (株）

処分価額の総額
(円）

株式数
 (株）

処分価額の総額
(円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取

得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 26,645 － 26,645 －

　(注） 当期間における保有自己株式数には、平成24年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

      買取りによる株式は含まれておりません。
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３【配当政策】

  当社は、利益配分につきましては、株主への利益還元と将来の事業展開及び経営体質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。

　当社は、期末配当の年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、この期末配当の決定機関は、株主総会で

あります。また、当社は「取締役会の決議により、毎年８月31日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対

し、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

　当事業年度の期末配当金につきましては、７期連続で営業損失を計上する厳しい状況であり、無配とすることと決定し

ております。　　

　

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期
決算年月 平成20年２月 平成21年２月 平成22年２月 平成23年２月 平成24年２月

最高 (円） 180 166 121 139 94

最低 (円） 77 58 39 35 33

　（注） 最高・最低株価は、平成22年４月１日より大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱにおけるものであり、平成22年10月12

       日より大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード）におけるものであります。それ以前はジャスダック証券取

       引所におけるものであります。

　

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成23年９月 10月 11月 12月 平成24年１月 ２月

最高 (円） 57 47 48 46 43 60

最低 (円） 40 42 40 39 39 41

　(注） 最高・最低株価は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード）におけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴  任期
所有株式数
(千株）

代表取締役社長 　 砂田　浩孝　 昭和29年５月13日生

昭和53年３月株式会社レナウン入社

平成12年２月ティンバーランド・ジャパン株

式会社代表取締役社長

平成19年４月ワンスアラウンド株式会社取締

役

平成19年５月当社副社長執行役員総合企画本

部長

平成19年７月当社SHINSEIDO事業本部長

平成20年３月当社SHINSEIDO事業本部長兼営業

推進室長

平成20年５月当社代表取締役社長就任(現任）

平成20年５月当社中期計画推進本部長兼管理

本部長委嘱

平成20年９月当社中期計画推進本部長委嘱

平成20年11月当社中期計画推進本部長兼商品

本部長委嘱

平成21年３月当社SHINSEIDO事業本部長委嘱　

平成24年３月当社代表取締役社長兼SHINSEIDO

事業部長(現任）

 (注）３ 10

取締役

上席執行役員

管理本部管掌

兼事業戦略部

長　

荒川　公男 昭和42年10月26日生

平成２年４月 株式会社常陽銀行入行

平成13年８月株式会社グローバル・マネジメ

ント・ディレクションズ入社

平成18年７月同　ディレクター

平成19年２月株式会社KPMG FASディレクター

平成20年９月当社常務執行役員管理本部長

平成21年５月

平成23年６月

　

平成24年５月

　

当社取締役就任(現任）

当社常務執行役員管理本部管掌

兼事業戦略部長

当社上席執行役員管理本部管掌

兼事業戦略部長(現任）

 (注）３ －

取締役

上席執行役員

楽器事業部長

兼書籍営業部

長

新倉　俊一 昭和29年7月29日生

昭和52年３月当社入社

平成14年３月当社楽器営業部長

平成18年10月当社営業本部第一営業部長兼楽

器営業部長

平成19年７月当社執行役員楽器事業部長兼同

ロックイン営業部長兼楽器複合

店・楽器卸部長

平成20年５月当社取締役就任(現任）

平成20年５月当社執行役員楽器事業部長兼同

楽器複合店楽器卸部長兼書籍営

業部長委嘱

平成21年３月

　

平成24年５月

当社執行役員楽器事業部長兼書

籍営業部長委嘱

当社上席執行役員楽器事業部長

兼書籍営業部長委嘱(現任）

 (注）３ 6

取締役  鈴木　定芳 昭和25年５月28日生

昭和48年４月株式会社鈴屋入社

平成９年３月 同専務取締役

平成10年４月同代表取締役社長

平成14年６月ワンスアラウンド株式会社

代表取締役社長(現任）

平成19年５月当社顧問就任

平成20年５月当社取締役就任(現任）

 (注）３ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴  任期
所有株式数
(千株）

 取締役  小木　　浩 昭和39年６月23日生

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　

　

　

　

平成23年４月

平成24年４月

　

　

　

　

　

平成24年５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

補佐兼事業支援部長

株式会社ＭＰＤ監査役（現任）

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長（現

任）兼ＴＳＵＴＡＹＡカンパ

ニー人事部長（現任）

当社取締役就任（現任）

 (注）３ －

常勤監査役  髙橋　修一 昭和26年５月８日生

昭和49年４月当社入社

昭和60年９月当社販売事業本部音楽販売事業

部第六ブロック課長

平成13年９月当社管理本部総務部長

平成19年７月当社業務企画本部人事総務部副

部長

平成20年５月当社常勤監査役就任(現任）

 (注）４ 4

監査役  倉島　喜一 昭和24年７月７日生

昭和49年４月株式会社ダイクラ入社

平成９年９月 有限会社ダイクラ・トランス

ポート代表取締役

平成15年５月当社監査役就任(現任）

平成17年９月有限会社ダイクラ・トランス

ポート取締役(現任）

 (注）４ －

監査役  大崎　康博 昭和９年１月10日生

昭和37年４月弁護士登録(現任）

平成３年４月 第一東京弁護士会副会長

平成５年４月 日本弁護士連合会理事

平成６年10月当社顧問弁護士就任

平成19年５月当社監査役就任(現任）

 (注）４ －

    計  20

　（注）１．取締役鈴木定芳及び小木浩の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．監査役倉島喜一及び大崎康博の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３．平成24年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４．平成23年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５．当社では、コーポレート・ガバナンスを一層強化すると同時に意思決定の迅速化を推し進めるため、執行役

員制度を導入しております。執行役員の氏名、役職名は以下のとおりであります。

氏名 役職名

 中村　竹広  執行役員SHINSEIDO副事業部長

 戸田　英一  執行役員人事部長

 中野　  剛　  執行役員管理本部長

 有薗　悦克  執行役員社長室長
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

　① コーポート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　　　当社では、企業価値の最大化を図る観点から経営の効率化、健全化を進める手段としてコーポレート・ガバナンス

の充実を重大な経営課題と認識しております。同時に、投資家への情報開示の重要性も認識し、経営の透明性を高

めるため適時適切な情報開示に積極的に取り組んでおります。

　

　　<コーポレート・ガバナンス(企業統治）の状況>

　　　当社は、継続的に企業価値を高めていくために、内部統制の体制等の体制を整備して、コーポレート・ガバナンス

の強化に努めます。

　　

　　１）当社は、「企業理念」を定め、従業員等に周知徹底し、倫理的な定めについては、就業規則に服務規律を定

　　　めており、これらの規程に基づいて社内制度を設計運用しております。

　　２）倫理的価値観を逸脱した行為を是正する仕組みとして「社内倫理ホットライン制度」による通報制度を完備

　　　し、非違行為発生時には「懲罰委員会規程」に基づき対応し是正を行う体制としています。

　　３）社内インターネット上に「ＷＥＢ目安箱」を設置し意見・提言を公募する仕組みを設け、ラインを経由せず

　　　直接経営者へ情報が届く仕組みを構築しています。

　　４）「内部監査規程」に基づき内部監査を実施し、統制状況・管理状況を検証、非違行為の発見を行っていま　

　　　す。

　　５）財務報告に係る内部統制をチェックする体制として、社長直轄の内部統制室を設けています。

　　

　② 企業統治の体制

　　　企業統治の体制の概要

　１）取締役会

　　　　　取締役会は社外取締役２名を含む取締役５名で構成され、原則として毎月開催しており、会社の重要事項

　　　　等の決定及び重要な報告がなされております。

　

　２）業務執行体制　

　　　 (ア）執行役員制度

　　　　　当社は経営効率の確保のために執行役員制度を導入しております。

　　 　(イ）経営会議

　　　　　業務執行の重要事項を協議、決定する機関として執行役員以上で構成される経営会議を設置し、迅速か

        つ効率的な意思決定を行っております。　

　

　３）監査体制

　  　 (ア）監査役監査の状況

　　      監査役は３名(うち社外監査役２名）で、常勤監査役は１名で常時執務しております。各監査役は監査役

　　　　会で策定された監査役監査基準、監査方針、監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議に出席

　　　　するとともに、業務や財産の状況を調査するなど、取締役の職務執行を監視しております。

　　　　　また、監査役は、当社の管理状況の監査の質的向上を図っており監査実行性を高め、かつ監査機能が円滑

　　　　に遂行されるよう、監査役室を設置し、職務執行をしております。監査役室の要員の人事については、取締

　　　　役からの独立性を確保するため、担当取締役が監査役会の同意を得たうえ決定しております。

　　　　　また、非常勤監査役 大崎康博は弁護士としての高度な専門知識及び経営に関する高い見識を有しており

　　　　ます。

　　 　(イ）会計監査の状況

　　　　　会計監査は海南監査法人の監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は溝口俊

　　　　一、古川雅一であり、海南監査法人に所属しております(なお、上記２名の継続監査年数は４年以内であり

　　　　ます）。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士４名、その他４名であります。また、監査法人と

　　　　の人的、資本的または取引関係その他の利害関係はありません。

　　　 (ウ）内部監査の状況

　　　　　当社内部監査体制は、当社社内組織として５名で構成されており、当社の内部統制の適切性や有効性を監

　　　　査しております。その結果は、必要に応じて問題点の改善・是正に関する提言とともに経営トップに報告さ

　　　　れ、その改善・是正結果については、内部統制室にて確認しております。また監査結果情報は、改善のスピ

　　　　ードアップと組織のつながりを図るため、各所属長と情報を共有しております。　
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　　企業統治の体制を採用する理由

　　　当社では、社外監査役も含めた監査役による監査体制が経営監視に有効と判断し、監査役設置会社制度を採用して

おります。　

　　　監査役会は本有価証券報告書提出日現在、社外監査役２名を含む監査役３名で構成され、適時会計監査人から会計

監査に関する監査実施状況の報告を受けております。なお、法律上の判断を必要とする場合、顧問弁護士から適切

な指導・助言を受けております。

　　　取締役会につきましては、変化の激しい業界であることから、業界及び社内の状況に精通した社内取締役(３

　　名）を中心とし、そこに、豊富な企業経営経験の活用、客観的・専門的見地からの助言、独立した立場から実行

    性のある経営監督機関となることが期待できる社外取締役(２名）を選任しております。これによってより広い

    視野と客観性を併せ持った意思決定と、より実行性の高い職務執行の監督が実現できると考え、現在の体制を採

    用しております。

　

　③ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

　１）会社の機関の基本説明

　　　　当社は監査役制度を採用しており本有価証券報告書提出日現在の取締役は５名(うち社外取締役は２名）、

　　　監査役は３名(うち社外監査役は２名）であります。

　

　２）当社の業務執行及び監査に係るコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下の通りです。
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　３）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

　　　　会社の意思決定機関としての取締役会は、本有価証券報告書提出日現在取締役５名、うち２名が社外取締役

　　　で構成され、原則月１回取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、執行役員以

　　　上で構成する経営会議を原則として毎月１回開催し、取締役会への付議事項の事前審議並びに取締役会で決議

　　　された細目決定を行って、十分な意思疎通による意思決定の迅速化、決議事項の徹底を図っております。

        内部部統制システムとしましては、業務活動全般に関し、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、

　　　さらに社内処理手続きに関する各規程を定め、内部牽制により適切に業務が運営されるよう整備しておりま

　　　す。

 

　４）リスク管理体制の整備の状況

　　　　当社におけるリスク管理につきましては、経営会議で議論及び検討しております。検討したリスク対応策の

　　　うち、重要なものについては、取締役会へ報告し、承認を得ることとしております。

　　　　当社は、経営上の意思決定、業務執行及び監督に係るガバナンス体制に加え、昨今のコンプランス上のリス

　　　ク管理の重要性が高まっている状況を受け、コンプライアンスを含めたガバナンス体制・リスク管理体制の設

　　　備及び運用の強化に努めております。

　　　　その他、情報集約体制の強化を目的に重要情報の共有ルールを改定して報告書提出基準を強化するととも

　　　に、内部通報制度にＷＥＢの投書箱を設け匿名性を担保する等、体制をより機能させる運用フローを整備して

　　　おります。加えてコンプライアンス意識の向上を目的に外部の専門家を活用した研修会及び人事政策の見直し

　　　継続して取組んでおります。　

　

　④ 内部監査及び監査役監査の状況

      当社の内部監査は、社長直轄組織として内部統制室を設置しており、「内部監査規程」に基づいて、監査計画書

を策定し、会社業務の適正な運用並びに財産の保全を図るとともに不正過誤の防止、法令及び各種規程の遵守

　　状況を監視して事業活動全般の効率性及び透明性を高めることを目的に各部署及び各店舗等に対し内部監査を実

　　施しております。内部統制室は本有価証券報告書提出日現在５名が所属しております。

　　　監査役監査は社内の重要会議に出席するほか、重要な書類の閲覧を行い、独立した立場から適法性のみならず適切

性から業務監査を行っております。内部統制室は監査役に対し報告書を提出し適宜協議をしております。

　　　なお、髙橋修一常勤監査役は、当社の総務部に平成10年７月から平成20年５月まで在籍しておりました。

　　　また、大崎康博監査役は弁護士の資格を有しております。

　　　さらに内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制室との関係、社外取締

　　役・社外監査役による監督・監査との関係については以下のとおりです。

　　　内部統制室と監査役（社外監査役含む。以下同様）、はそれぞれ会計監査人と連携し、各種意見交換を行い監

　　査の計画策定方法等につき、随時、監査上の問題点の共有化を図って相互の連携をしております。

　

　⑤ 社外取締役及び社外監査役

　　　当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　　　１）社外取締役・社外監査役との人的関係・資本的関係・取引関係その他利害関係

　　　　鈴木定芳社外取締役は大株主であるワンスアラウンド株式会社の代表取締役社長であり、小木浩社外取締役

　　　は、当社の大株主であるカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社から派遣されております。

　　　　倉島喜一社外監査役は有限会社ダイクラ・トランスポートの取締役であり、大崎康博社外監査役は弁護士で

　　　八重洲法律事務所所長であります。

　　　　当社とワンスアラウンド株式会社との間にはコンサルティング業務委託契約を締結しております。

　　　当該社外取締役及び社外監査役個人と当社との資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　

　　　２）社外取締役の機能・役割

　　　　当社は、鈴木定芳社外取締役には、事業再建・活性化を支援する総合コンサルタントを展開するワンスアラ

　　　ウンド株式会社における豊富な企業経営経験を活かすとともに、客観的・専門的見地からの助言を得ること、

　　　及び独立した立場から実行性ある経営監督機関となることを期待しており、小木浩社外取締役は、カルチュア

　　　・コンビニエンス・クラブ株式会社における経営経験を活かすとともに、客観的・専門的見地からの助言を得

　　　ること、及び独立した立場から実行性ある経営監督機関となることを期待しており、両名とも人格、識見、経

　　　歴等から適任と考えております。　
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　　　３）社外監査役の機能・役割　

　　　　当社は倉島社外監査役に、経営で培った識見・実績の経験を当社の経営全般の監査を活かすとともに、多角

　　　的な視点に基づく監査や、その一層の充実・強化を図ることを期待しております。　

　　　　当社は大崎社外監査役に弁護士として長年培った豊富な知識と経験を活かし、客観的かつ公正な立場から経

　　　営を監視してもらうことを期待しております。なお、当社は倉島社外監査役を、大阪証券取引所に対し独立役

　　　員として届出ております。　

　

　⑥ 責任限定契約の内容の概要

　　　当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項損害賠償責任を限

定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額でありま

　　す。

　

　⑦ 役員報酬等　

　　　１）役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数　

        役員区分
　 報酬等の総額

　　  (千円）

　　　報酬等の種類別総額 (千円） 　　対象となる

　役員の員数 (人）　　 基本報酬 　　 退職慰労金　

　取締役 27,314 27,314 ─ 3

　監査役

 (社外監査役を除く）
6,420 6,420 ─ 1

　社外役員 5,490 5,490 ─ 2

　　 (注）１．上記取締役の年間報酬総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 

    　　  ２．社外取締役は無報酬であります。

　　　　　３．当事業年度末現在の員数は、取締役５名、監査役３名であります。

　　　　　４．報酬等の総額が１億円以上である役員が存在しておりませんので個別の役員ごとの記載を省略してお

　　　　　　　ります。

　

　　　２）使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの　

　　　　総額 (千円） 対象となる役員の員数 (人）　 　　　　　　　内容　

8,752 1　使用人としての給与であります。

　

　　　３）役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

　　　取締役及び監査役の報酬等の額又はその算定方法について、当社は株主総会の決議によって定めることとなっ

　　ております。

　　 　(ア）報酬

　　　　取締役の報酬限度額(総額）は平成18年５月25日開催の第43回定時株主総会において年額200,000千円以内と

　　　ご承認いただいております。それぞれの取締役報酬につきましては、会社の業績、世間水準、従業員給与との

　　　バランスを勘案し、職責に見合った報酬を支給しております。

　　　　監査役の報酬限度額(総額）は平成６年５月30日開催の第31回定時株主総会において年額50,000千円以内と

　　　ご承認いただいております。それぞれの監査役報酬につきましては、監査役の協議によって定めております。

　　　　役員報酬は、株主総会で決定される報酬総額の範囲内で、役付きの有無、社員兼務の有無、服務の状況、常

　　　勤非常勤の状況並びに社会的水準や社員とのバランスを考慮して決定し、取締役の報酬については、取締役会

　　　がこれを代表取締役に一任し決定、監査役の報酬については、監査役会がこれを決定する。

　　　 (イ）賞与

　　　　取締役賞与は、当事業年度におきましては支給しておりません。　
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　　⑧ 株式の保有状況

   　 １）投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

　　　　12銘柄　　　　 　19,551千円

　

　　　２）保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有　　　　

　　　　　目的　

　　　　前事業年度

　　　　　特定投資株式

銘柄
株式数

 (数）

貸借対照表計上額

(千円）
保有目的　

　㈱セブン＆アイホールディングス 5,113 11,642取引関係等の円滑化

　オリコン㈱ 72 3,312取引関係等の円滑化

　㈱パスポート 10,000 2,530取引関係等の円滑化

　ユニー㈱ 2,551 2,068取引関係等の円滑化

　高千穂交易㈱ 1,000 985取引関係等の円滑化

　エイベックス・グループ・ホールディングス㈱ 100 120取引関係等の円滑化

　㈱ダイエー 215 71取引関係等の円滑化

　

　　　　当事業年度

　　　　　特定投資株式　

銘柄
株式数

 (数）

貸借対照表計上額

(千円）
保有目的　

　㈱パスポート 10,000 2,840取引関係等の円滑化

　オリコン㈱ 72 2,520取引関係等の円滑化

　ユニー㈱ 2,551 2,063取引関係等の円滑化

　㈱セブン＆アイホールディングス 741 1,663取引関係等の円滑化

　高千穂交易㈱ 1,000 903取引関係等の円滑化

　エイベックス・グループ・ホールディングス㈱ 100 98取引関係等の円滑化

　㈱ダイエー 215 62取引関係等の円滑化

　(注）みなし保有株式はありません。

　

　⑨ 取締役の定数

　　　当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

　

　⑩ 取締役選任の決議要件

　　　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の３分の１以上を有する株

　　主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議については、

　　累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

　

　⑪ 株主総会の特別決議要件

　    当社は会社法309条第２項の規定による特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１

　　以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。

　　　これは株主総会の円滑な運営を目的とするものです。
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　⑫ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項　

　　　１）自己株式の取得

　　　当社は、会社法165条第２項の規定により、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行う

　　ことができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものです

　

　　　２）中間配当

　　　当社は、取締役会の決議により、毎年８月31日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間

　　配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とす

　　るものです。

　

（２）【監査報酬の内容等】

　①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度 当事業年度
監査証明業務に基づく報酬

(千円）
非監査業務に基づく報

(千円）
監査証明業務に基づく報酬

(千円）
非監査業務に基づく報

(千円）

25,000 － 25,000 －

　

　②【その他重要な報酬の内容】

　　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）

　　　該当事項はありません。

　

　③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　　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）

　　　該当事項はありません。

　

　④【監査報酬の決定方針】

  　当社は監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士より提示される監査計画の内

　容を吟味して決定し、会社法第399条の規定に基づき取締役が監査役会へ同意を求め、監査役会において報酬等

　の額について当社の規模、業務の特性ならびに監査日数等を勘案して審議のうえ、同意しております。
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第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度(平成22年３月１日から平成23年２月28日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度

(平成23年３月１日から平成24年２月29日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度(平成22年３月１日から平成23年２月28日ま

で）及び当事業年度(平成23年３月１日から平成24年２月29日まで）の財務諸表について、海南監査法人により監査

を受けております。

３．連結財務諸表について

　連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年10月大蔵省令第28号）第５条第２項により、当社で

は、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、

経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結

財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

　資産基準　　          0.52%

　売上高基準　　　      0.40%

　利益基準　　　   　 △0.05%

　利益剰余金基準   　 △0.66%

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

　当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適

切に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財

務会計基準機構へ加入しております。　
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１【財務諸表等】
（１）【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
 5,762,434

※1
 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 3,249,615

減価償却累計額 △3,391,936 △2,509,297

建物（純額） ※1
 761,621

※1
 740,317

構築物 21,608 17,568

減価償却累計額 △20,974 △17,115

構築物（純額） ※1
 633

※1
 452

工具、器具及び備品 2,517,843 2,265,666

減価償却累計額 △2,318,344 △2,121,699

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 30,130 19,551

関係会社株式 ※3
 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

負債合計 13,240,999 12,359,936
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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)

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
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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 －

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
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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
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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
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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 ※1
 769,363

※1
 481,566
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【継続企業の前提に関する事項】

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

な最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 モバイルプラス事業

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、最終的な意思表明

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。

また自社ブランド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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【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

の支給は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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【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。　

　

　

【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）

　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

下であるため、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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【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73,500

　　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

　

　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

　の理由の説明を行い、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3.7%で割り引いて計算してお

ります。

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3.0%で割り引いて計算してお

ります。

※４　固定資産売却益は工具、器具及び備品2,637千円で

　　あります。

※４　固定資産売却益は土地59千円、建物227千円、借地

　　権36,602千円であります。

※５　固定資産売却損は土地61,089千円であります。 　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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,118千円

※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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　59,565千円

EDINET提出書類

株式会社新星堂(E03232)

有価証券報告書

48/86



（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度 (自　平成22年３月１日　至　平成23年２月28日）

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

 
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

　(注）１.普通株式の発行済株式の増加1,531千株は、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

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 －

　(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。

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

 
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

　(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。
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（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）

※１　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

※１　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 △750,000千円

現金及び現金同等物 769,363千円

　
　２　　　　　　　　　　─

　　　

　
　

現金及び預金勘定 736,566千円

担保に供している定期預金 △255,000千円

現金及び現金同等物 481,566千円

　
　２　重要な非資産取引の内容

　　　当事業年度に新たに計上した資産除去債務の額は

　　　443,852千円であります。
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（リース取引関係）

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．ファイナンス・リース取引(借主側）

  所有権移転外ファイナンス・リース取引　

   ① リース資産の内容

　 (ア）有形固定資産

　  音楽事業及び書籍事業における店舗設備（工具、

器具及び備品）であります。

　 (イ）無形固定資産

   ソフトウエアであります。

   ② リース資産の減価償却の方法

　  重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりであります。

 　 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、その内容は以下のと

おりであります。

  (1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

    額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相 当 額
 (千円）

減価償却累
 計 額　相 
当 額
 (千円）

減損損失累
 計 額　相 
当 額
  (千円）

期末残高
相 当 額
 (千円）

工具、器
具及び
備品

20,84710,3419,940 565

ソフト
ウエア

16,30815,220 － 1,087

合計 37,15525,5619,9401,652

　(注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。　

１．ファイナンス・リース取引(借主側）

  所有権移転外ファイナンス・リース取引　

 　① リース資産の内容

　 (ア）有形固定資産

同左

　

　 (イ）無形固定資産

同左

   ② リース資産の減価償却の方法

　  重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりであります。

 　

  (2）未経過リース料期末残高相当額等

　未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,652千円

１年超 －千円

合計 1,652千円

リース資産減損勘定の残高 671千円

　(注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。
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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）

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失

─

支払リース料 15,699千円

リース資産減損勘定の取崩額 3,245千円

減価償却費相当額 15,699千円

減損損失 －千円

　

 (4）減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

　

（金融商品関係）

前事業年度 (自　平成22年３月１日　至　平成23年２月28日）

　

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。

　

③ 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。
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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(前事業年度の決算日）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）。

　
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　　 11,379,12011,371,577 △7,542

　(※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。
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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

区分
貸借対照表計上額
   (千円） 

非上場株式 9,400

関係会社株式　 78,513

　合計 87,913

　(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

区分
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 －

　

 (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。
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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。

　

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。
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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）。

　
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(※２） 99,000     　

貸倒引当金 (※１） △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　　 10,408,34910,403,553 4,796

　(※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が含まれております。

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

区分
貸借対照表計上額
   (千円） 

非上場株式 9,400

関係会社株式　 78,513

　合計 87,913

　(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、(４）投資有価

　　　証券には含まれておりません。

　

（注３）金銭債権の決算日後の償還予定額　

区分
１年以内　
  (千円） 

１年超
５年以内　
  (千円）

５年超
10年以内　
  (千円）

10年超　
  (千円）

現金及び預金　 736,566 － － －

売掛金　 932,562 － － －

未収入金 130,612 － － －

関係会社長期貸付金　 2,000 8,000 10,000 79,000

合計 1,801,740　 8,000 10,000 79,000

　

（注４）長期借入金の決算日後の返済予定額

　附属明細表「借入金等明細表」をご参照下さい。
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（有価証券関係）

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5,013千円及び関連会社に対する株式払込金

　73,500千円）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

 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

　(注） 非上場株式(貸借対照表計上額　9,400千円）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22年３月１日　至　平成23年２月28日）

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78,513千円）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

 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

　(注） 非上場株式(貸借対照表計上額　9,400千円）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）

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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（デリバティブ取引関係）

前事業年度 (自平成22年３月１日　至平成23年２月28日）

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。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　 当社は、規約型企業年金制度と企業型年金制度の２本立てからなる退職年金制度を有しております。なお、従業員

　の退職に際して、臨時の退職金等を支払う場合があります。

２．退職給付債務に関する事項

  
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）退職給付債務 (千円） △1,194,681 △1,238,179 

 (2）年金資産 (千円） 839,237 849,889 

 (3）未積立退職給付債務 (千円）(1）＋(2） △355,443 △388,289 

 (4）過去勤務債務 (千円） △659,854 △565,589 

 (5）未認識数理計算上の差異 (千円） △157,235 △138,705 

 (6）退職給付引当金 (千円）(3）＋(4）＋(5） △1,172,533 △1,092,584 

３．退職給付費用に関する事項

  
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）勤務費用 (千円） 57,107 48,513 

 (2）利息費用 (千円） 33,609 26,365 

 (3）期待運用収益 (千円） △15,884 △12,588 

 (4）数理計算上の差異の費用処理額 (千円） 101,280 9,228 

 (5）過去勤務債務の費用処理額 (千円） △111,244 △94,264 

 (6）小計 (千円）(1）＋(2）＋(3）＋(4）＋(5） 64,868 △22,746 

 (7）確定拠出年金の掛金支払額 (千円） 41,133 33,733 

 (8）退職給付費用 (千円）(6）＋(7） 106,002 10,987 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
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）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(2）割引率 (％） 2.2 2.2

(3）期待運用収益率 (％） 1.5 1.5

(4）過去勤務債務の処理年数 12年(注）１ 12年(注）１

(5）数理計算上の差異の処理年数 12 年(注）２ 12 年(注）２

　(注） １．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。

　　　　２．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。
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（ストック・オプション等関係）

前事業年度 (自平成22年３月１日　至平成23年２月28日）

　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。
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（税効果会計関係）

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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

(1）流動の部 (1）流動の部

繰延税金資産 繰延税金資産

未払事業所税 6,919千円

未払事業税 14,595 

商品評価損 91,119 

確定拠出年金制度導入費用 18,336 

繰延税金資産小計 130,971千円

評価性引当額 △130,971 

繰延税金資産合計 －千円

未払事業所税 5,360千円

未払事業税 11,185 

商品評価損 59,088 

確定拠出年金制度導入費用 15,659 

資産除去債務 2,319 

繰延税金資産小計 93,614千円

評価性引当額 △93,614 

繰延税金資産合計 －千円

(2）固定の部　 (2）固定の部　

繰延税金資産 繰延税金資産

貸倒引当金 86,054千円

退職給付引当金 473,703 

投資有価証券評価損 1,683 

確定拠出年金制度導入費用 19,318 

減損損失 541,013 

関係会社株式評価損 21,883 

繰越欠損金 5,608,972 

その他 3,822 

繰延税金資産小計 6,756,450千円

評価性引当額 △6,756,450 

繰延税金資産合計 －千円

貸倒引当金 78,181千円

退職給付引当金 388,960 

投資有価証券評価損 1,483 

確定拠出年金制度導入費用 860 

資産除去債務 155,692 

減損損失 104,668 

関係会社株式評価損 19,575 

繰越欠損金 5,536,820 

その他 3,133 

繰延税金資産小計 6,289,375千円

評価性引当額 △6,289,375 

繰延税金資産合計 －千円

 繰延税金負債

  有価証券評価差額金 △1,245千円

 資産除去債務に対する除去費用 △22,365 

繰延税金負債合計 △23,610千円

繰延税金負債の純額 △23,610千円

２．土地の再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の

発生の主な原因別の内訳

２．土地の再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の

発生の主な原因別の内訳

　　　繰延税金資産 　　　繰延税金資産

土地再評価差額金 672,496千円

評価性引当額 △672,496 

繰延税金資産合計 －千円

土地再評価差額金 515,055千円

評価性引当額 △515,055 

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金負債 136,620千円 繰延税金負債 120,358千円

３．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

３．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

　　　　法定実効税率　　　　　　　　　　　　40.4％

　　　　(調整）

住民税均等割 4.3％

評価性引当額 △42.3％

その他 1.9 

税効果会計適用後の法人税等

の負担率

4.3％

　

　　　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

　　　担率との差異については、税引前当期純損失が計上

　　　されているため記載しておりません。　
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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）

　─　　　 ４．法人税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負

債の金額修正

　　平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応した

税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法

律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災から

の復興のための施策を実施するために必要な財源の確保

に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布

され、平成24年４月１日以降開始する事業年度より法人

税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税

金資産および繰延税金負債の計算に使用される法定実効

税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとお

りとなります。

　平成25年２月28日まで　　　　　　　　　　　40.4%

　平成25年３月１日から平成28年２月29日まで　38.0%

　平成28年３月１日以降　　　　　　　　　　　35.6%　

　この税率の変更により繰延税金負債の純額が3,183千円

減少し、当事業年度に費用計上された法人税等調整額の

金額が3,016千円減少しております。また、土地再評価差

額金が16,261千円増加し、再評価に係る繰延税金負債が

同額減少しております。　
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（持分法損益等）

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）

　該当事項はありません。

　

（資産除去債務関係）

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

期首残高（注） 460,972千円

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 443,852千円

（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。
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（賃貸等不動産関係）

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。

　  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

　(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(13,789千円）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。　

 
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 －

　(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。
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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。

　  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

　(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(13,134千円）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。　

 
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 －

　(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。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当事業年度（自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日）

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）

　
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　
28,543,067790,09129,333,158149,358 － 29,482,516

セグメント間の内

部売上高

  又は振替高　

－ － － － － －

計　 28,543,067790,09129,333,158149,358 － 29,482,516

セグメント利益又

はセグメント損失

(△）

375,429 49,111 424,540115,106△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）

　
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　
25,383,293513,02725,896,320166,806 － 26,063,126

セグメント間の内

部売上高

  又は振替高　

－ － － － － －

計　 25,383,293513,02725,896,320166,806 － 26,063,126

セグメント利益又

はセグメント損失

(△）

383,065 67,782 450,847126,781△808,788△231,158

その他の項目                         

減価償却費 182,798 1,806 184,60511,033 29,460 225,098

（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

808,788

　　千円（前事業年度920,154千円）であります。 

４．減価償却費の調整額29,460千円（前事業年度32,623千円)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。　
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【関連情報】

当事業年度（自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日）

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。

　

【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】

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）

 音楽事業 書籍事業 その他 合計

減損損失　 18,394 － － 18,394

　

【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】

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。

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当事業年度（自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日）

　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。
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【関連当事者情報】

前事業年度 (自平成22年３月１日　至平成23年２月28日）

 　

１．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

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

　（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。）　　

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

　（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。　
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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．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

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

　（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

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

　（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。　

　　　　　　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。

            なお、当該借入に伴い、土地商品等（帳簿価額2,615,916千円）を担保として提供しております。

　

 （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。）　　

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　－ 　　　－

　（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。
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（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 23円19銭

１株当たり当期純利益金額 59円79銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 52円77銭

１株当たり純資産額 △1円22銭

１株当たり当期純損失金額 24円96銭

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。　

　（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。

 
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【附属明細表】

【有価証券明細表】

　【株式】

銘柄
株式数
 (株）

貸借対照表計上額
 (千円）

投資有価　

証　　券

そ の 他

　有価証

券

㈱パスポート 10,000 2,840

オリコン㈱ 72 2,520

ユニー㈱ 2,551 2,063

㈱セブン＆アイホールディングス 741 1,663

高千穂交易㈱ 1,000 903

エイベックス・グループ・ホールディングス㈱ 100 98

㈱ダイエー 215 62

㈱トーハン 10,000 7,500

㈱吉祥寺駅前共同ビル 38 1,900

その他(３銘柄） 166,260 2

計 190,977 19,551
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
 (千円）

当期増加額
 (千円）

当期減少額
 (千円）

当期末残高
 (千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
 (千円）

当期償却額
 (千円）

差引当期末　　
　残高
 (千円）

有形固定資産        

建物
4,153,557

 

136,185

 

1,040,127

    (12,276) 

3,249,615

 

2,509,297

 

118,998

 

740,317

 

構築物
21,608

 

－
 

4,039

(16) 

17,568

 

17,115

 

148

 

452

 

工具、器具及び備品
2,517,843

 

26,876

 

279,053

(6,101) 

2,265,666

 

2,121,699

 

75,159

 

143,966

 

土地
1,273,478

 

－
 

79,000

 

1,194,478

 

－
 

－
 

1,194,478

 

有形固定資産計
7,966,487

 

163,061

 

1,402,220

(18,394) 

6,727,327

 

4,648,113

 

194,306

 

2,079,214

 

無形固定資産        
借地権 61,414 － 14,611 46,803 － － 46,803

商標権 3,000 － － 3,000 1,050 300 1,950

ソフトウエア 241,251 18,465 － 259,716202,319 24,848 57,397

電話加入権 22,599 － － 22,599 － － 22,599

無形固定資産計
328,265

 

18,465

 

14,611

 

332,119

 

203,369

 

25,148

 

128,750

 

長期前払費用 7,781 － － 7,781 3,890 1,556 3,890

　(注） １．当期減少額欄の(　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

        ２．当期減少額のうち、減損損失以外の主なものは次のとおりです。

            建物1,040,127千円　店舗の退店及び改装による除売却

 　　　　　 工具、器具及び備品279,053千円　店舗の退店及び改装による除売却

　　　　　　土地79,000千円　店舗の売却　

　　　　３．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　　　　  建物136,185千円　店舗の出店及び改装による取得　

　　　　　  工具、器具及び備品26,876千円　店舗の出店及び改装による取得　

        ４．当期償却額欄には賃貸に係る資産の償却額を含んでおります。
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【社債明細表】

　該当事項はありません。

　

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
 (千円）

当期末残高
 (千円）

平均利率
 (％）

返済期限

短期借入金 － － － －

１年以内に返済予定の長期借入金 8,595,444320,0000.50 －

１年以内に返済予定のリース債務 － － － －

長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く。） － 8,293,573－ －

リース債務 (１年以内に返済予定のものを除く。） － － － －

その他有利子負債 － － － －

合計 8,595,4448,613,573－ －

　(注） １．平均利率につきましては、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

　　　　２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりで

　　　　　　あります。　

 
１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

長期借入金 8,293,573 － － －

　

　

【引当金明細表】

区分
前期末残高
 (千円）

当期増加額
 (千円）

当期減少額
 (目的使用）
 (千円）

当期減少額
 (その他）
 (千円）

当期末残高
 (千円）

貸倒引当金 220,596 2,350 － 1,143 221,803

　(注） 貸倒引当金の当期減少額(その他）は、一般債権の貸倒実績率の見直しに基づく洗替額等であります。

　

【資産除去債務明細表】

　本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務

明細表の記載を省略しております。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

１）現金及び預金

区分 金額 (千円）

現金 49,481

預金の種類     

当座預金 66,313

普通預金 35,443

別段預金 81

定期預金 585,246

小計 687,084

合計 736,566

２）売掛金

(ア）相手先別内訳

相手先 金額 (千円）

 ㈱イトーヨーカ堂 86,639

 ㈱京急百貨店 54,409

 ㈱ジェーシービー 52,235

 ユニー㈱ 44,253

 イオンリテール㈱ 35,933

 その他 659,091

合計 932,562

(イ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高
 (千円）

当期発生高
 (千円）

当期回収高
 (千円）

次期繰越高
 (千円）

回収率
 (％）

滞留期間
 (日）

(A） (B） (C） (D）
(C）

─────
(A） ＋ (B）

× 100

　
(A）＋ (D）
─────
２

─────
(B）

─────
366
　

1,134,25423,183,56623,385,257932,562 96.2 16.3

　(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
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３）商品及び製品

区分 金額 (千円）

音楽ソフト 1,974,888

映像ソフト 1,457,110

楽器及びその他音楽関連用品 1,881,549

書籍 203,086

その他 2,514

合計 5,519,148

４）貯蔵品

区分 金額 (千円）

包材 2,044

その他 955

合計 3,000

　

５）敷金及び保証金

区分 金額 (千円）

㈱イトーヨーカ堂 352,916

㈱聚楽 210,000

ユニー㈱ 191,949

その他 1,705,866

合計 2,460,731
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②　負債の部

１）支払手形

　該当事項はありません。　

　

２）買掛金

相手先 金額 (千円）

 ㈱ソニー・ミュージックディストリビューション 348,971

 エイベックス・マーケティング㈱　 218,953

 ユニバーサルミュージック合同会社 142,898

 キングレコード㈱ 71,108

 ㈱ＥＭＩミュージック・ジャパン 50,926

 その他 696,667

合計 1,529,525

３）退職給付引当金

　退職給付引当金（固定負債）は、1,092,584千円であり、その内容については「第１　財務諸表等　（１）財

務諸表　注記事項（退職給付関係）」に記載しております。
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（３）【その他】

①　当事業年度における四半期情報

　
　 第１四半期

自平成23年３月１日

至平成23年５月31日　

　 第２四半期

自平成23年６月１日

至平成23年８月31日

　 第３四半期

自平成23年９月１日

至平成23年11月30日

　第４四半期

自平成23年12月１日

至平成24年２月29日

売上高 (千円） 6,354,373　 　　　　7,288,732　　　　 　　　　5,832,481　　 　　　6,587,538　　

税引前四半期純利益額又は四半期

純損失金額 (△）(千円）

　　　　　　

△610,188　　　

　

160,842　　　　　　

　

△243,761　　

　

△79,190　　

四半期純利益金額又は四半期純損

失金額 (△）(千円）

　　　　　　

△658,768　　　

　

140,758　　　　　　

　

△269,832　　

　

△91,322　　

１株当たり四半期純利益金額又は

四半期純損失金額 (△）(円）

　　　　　

△18.70　

　　　　

4.00　　　　

　　　　 

△7.66　　

　　　

△0.25　　　

　

②　決算日後の状況

　特記すべき事項はありません。

③　訴訟

　該当事項はありません。　
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第６【提出会社の株式事務の概要】
事業年度 ３月１日から２月末日まで

定時株主総会 ５月中

基準日 ２月末日

剰余金の配当の基準日
８月31日

２月末日

１単元の株式数 500株

単元未満株式の買取り  

取扱場所

　

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　

株主名簿管理人

　

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社

 (特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社

　

取次所 ――――――

買取手数料 無料

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他の

やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する。

公告掲載URL

http://www.shinseido.co.jp/company/

株主に対する特典 該当事項はありません。

　（注）特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社は平成24年４月１日をもって中央三井信託銀行株式会

　　社及び中央三井アセット信託銀行株式会社と合併し、商号を「三井住友信託銀行株式会社」に変更し、以下のと

　　おり商号・住所等が変更となっております。

　　取扱場所　　　　（特別口座）

　　　　　　　　　　東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

    株主名簿管理人　（特別口座）

　　　　　　　　　　東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社74
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

　

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(１）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

　　事業年度(第48期）   (自　平成22年３月１日　至　平成23年２月28日）平成23年５月27日関東財務局長へ提出

(２）内部統制報告書及びその添付書類

　　平成23年５月27日関東財務局長へ提出

(３）四半期報告書及び確認書

　　(第49期第１四半期） (自　平成23年３月１日　至　平成23年５月31日）平成23年７月15日関東財務局長へ提出

　　(第49期第２四半期） (自　平成23年６月１日　至　平成23年８月31日）平成23年10月14日関東財務局長へ提出

　　(第49期第３四半期） (自　平成23年９月１日　至　平成23年11月30日）平成24年１月13日関東財務局長へ提出　

(４）臨時報告書

　　平成23年５月30日関東財務局長へ提出

　　　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における議決権行使の結果）に基づく

　　臨時報告書であります。

　　平成24年１月26日関東財務局長へ提出

　　　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

　　に著しい影響を与える事象）に基づく臨時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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　 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 　

   平成２３年５月２６日

株式会社新星堂    

 取締役会　御中  

 海南監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 溝口　　俊一　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 古川　　雅一　　印

＜財務諸表監査＞
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社新星堂の平成２２年３月１日から平成２３年２月２８日までの第４８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸
表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法
人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ
れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して
いる。
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社新星
堂の平成２３年２月２８日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　
追記情報
１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は６期連続して経常損失を計上し、かつ、社債１０億円
　　及び長期借入金７８億５３百万円(翌事業年度末予定残高）の返済期限が平成２４年２月２９日に到来するため、継　
　　続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確
　　実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載
　　されている。財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表に反
　　映されていない。
２．重要な後発事象１．に記載されているとおり、会社はのぞみ債権回収株式会社と締結している財務制限条項に抵触し
　　たが、平成２３年４月７日付で期限の利益の喪失を請求する通知を行わないことの承諾を得た。　　
　
＜内部統制監査＞
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社新星堂の平成２３年
２月２８日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書
を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
る。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監
査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの
合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評
価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで
いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、株式会社新星堂が平成２３年２月２８日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内
部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告
に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
　
（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する

形で別途保管しております。
２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

EDINET提出書類

株式会社新星堂(E03232)

有価証券報告書

85/86



　 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 　

   平成２４年５月２４日

株式会社新星堂    

 取締役会　御中  

 海南監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 溝口　　俊一　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 古川　　雅一　　印

＜財務諸表監査＞
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社新星堂の平成２３年３月１日から平成２４年２月２９日までの第４９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸
表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法
人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ
れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して
いる。
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社新星
堂の平成２４年２月２９日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。　　
　
追記事項
１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は７期連続して経常損失を計上し、かつ、債務超過となっ
たため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、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る。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記
に記載されている。財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表に
反映されていない。

２．会計処理方法の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」及び「資
　　産除去債務に関する会計基準の適用指針」を適用している。
　
＜内部統制監査＞
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社新星堂の平成２４年
２月２９日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書
を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
る。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監
査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの
合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評
価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで
いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、株式会社新星堂が平成２４年２月２９日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内
部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告
に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
　
（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する

形で別途保管しております。
２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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