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平成 18 年 ２ 月期   決算短信（非連結） 平成18年４月12日 

会 社 名   株式会社ローソンチケット      上場取引所   JASDAQ 

コード番号   ２４１６              本社所在都道府県   東京都 

（ＵＲＬ http://lawsonticket-ir.com） 
代 表 者 役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 岡 田   稔 
問い合わせ先 責任者役職名 取締役財務経理本部長 

        氏    名 小 山   誠     ＴＥＬ（０３）６７３０－２２００ 
決算取締役会開催日  平成18年４月12日        中間配当制度の有無  有 

配当支払開始予定日  平成18年５月24日        定時株主総会開催日  平成18年５月23日 

単元株制度採用の有無 無 

親会社の名称  株式会社ローソン（コード番号：２６５１） 親会社における当社の議決権所有比率  50.8％ 

 
１．18年２月期の業績（平成17年３月１日～平成18年２月28日） 
(1) 経営成績                   （記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。） 

 チケット取扱高 営業収入 営業利益 経常利益 
 

18年２月期 
17年２月期 

百万円  ％ 
53,027 （  2.0） 
51,966 （ 13.3） 

百万円  ％ 
6,258 （ △0.5） 
6,288 （  1.1） 

百万円  ％ 
821 （ 14.0） 
720 （ 11.9） 

百万円  ％ 
843 （ 20.4） 
699 （ 13.1） 

 

 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
1株当たり 
当期純利益 

株主資本 
当期純利益率 

総資本 
経常利益率 

営業収入 
経常利益率 

18年２月期 
17年２月期 

百万円  ％ 
487 （ 18.6） 
411 （  6.2） 

円  銭 
8,869 28 
7,941 50 

円  銭 
   － 
   － 

％ 
9.3 
9.2 

％ 
6.9 
6.0 

％ 
13.5 
11.1 

(注)①持分法投資損益      18年２月期       －百万円    17年２月期       －百万円 
②期中平均株式数      18年２月期     55,000株      17年２月期     51,795株 
③会計処理の方法の変更   有 
④チケット取扱高、営業収入、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

(2) 配当状況 
１株当たり年間配当金 

 
 中 間 期 末 

配当金総額 
(年 間) 

配当性向 
株主資本
配 当 率 

18年２月期 
17年２月期 

円  銭 
1,000 00 

0 00 

円  銭 
500 00 
0 00 

円  銭 
500 00 
0 00 

百万円 
55 
－ 

％ 
11.3 
－ 

％ 
1.0 
－ 

 
(3) 財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 
 

18年２月期 
17年２月期 

百万円 
12,417 
11,927 

百万円 
5,469 
5,011 

％ 
44.0 
42.0 

円   銭 
99,447  79 
91,111  92 

(注)①期末発行済株式数     18年２月期     55,000株      17年２月期     55,000株 
②期末自己株式数      18年２月期       －株      17年２月期       －株 

(4) キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 
18年２月期 
17年２月期 

百万円 
133 
918 

百万円 
△4,276 
△171 

百万円 
△27 
681 

百万円 
5,050 
9,220 

 
２．19年２月期の業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日） 

１株当たり年間配当金 
 

チケット 
取扱高 

営業収入 経常利益 当期純利益 
中 間 期 末  

 
中間期 
通 期 

百万円 
29,497    
55,100    

百万円 
3,514    
6,757    

百万円 
535    
855    

百万円 
310    
500    

円 銭 
1,500 00 

－  

円 銭 
－   

1,500 00 

円 銭 
－ 

3,000 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 9,090円91銭 

 
 ※ 上記の予想は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。従いまして、実際の

業績は、様々な要因により、これらの業績予想とは異なることがありますことをご承知おきください。なお上記の予想の前提条件その他の関連する

事項については、11ページを参照してください。 
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 企業集団の状況 

当社は、コンビニエンスストア「ＬＡＷＳＯＮ」（以下、「ＬＡＷＳＯＮ」という。）のフランチャイズチェ

ーン事業を営む株式会社ローソンを親会社とする企業グループに属しており、コンサート・スポーツ・演劇等、

各種イベントに関するチケット販売事業及びそれに関連した事業を展開しております。 

チケット販売事業におきまして、当社は、興行主催者から販売を委託された公演等のチケットの発券及び代金

精算を株式会社ローソンに委託しており、その対価として同社に販売手数料を支払う一方、当社のオンラインチ

ケット販売システムの使用料を同社から受領しております。 

また、楽天株式会社との業務提携の一環として、「楽天市場」内の「楽天チケット」サイトにおいて、同社の子

会社であります楽天エンタープライズ株式会社とチケットの共同販売を行っております。 

 

主力事業であるチケット販売事業の系統図は、以下のとおりであります。 

 

(注)当社は、関連当事者（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（当該会社等の子会社を含

む））である株式会社ウエス及び株式会社クリムゾンフットボールクラブから、チケットの販売委託を受けて

おります。 
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 経営方針  

１．経営の基本方針 

当社は、より多くの皆様へさらなる「夢と感動」を提供するために、新たな「夢と感動」を創造し提供できる

唯一の「総合エンタテインメント企業」を目指し、以下の経営理念のもと、業界はもとより世間一般における既

存の慣習や慣行にとらわれることなく、「非常識こそ、ビジネスチャンス」をスローガンにたえずチャレンジし

続けてまいります。 

  “心の時代のオンリーワン企業を目指して！” 

１．アナログからデジタルまで、幅広いお客様に「夢と感動」を。 

１．インフラの有効活用により、あらゆる地域に「夢と感動」を。 

１．チケットの日常化により、より身近に「夢と感動」を。 

１．より安価なチケットの提供で、更なる「夢と感動」を。 

１．ゆとりある生活実現のために、新たな「夢と感動」を。 

当社は、上記経営理念の具現化に努めることにより当社の社会的また経済的価値の向上が図れ、お客様はもと

より株主の皆様をはじめとする各ステークホルダーの期待にお応えできるものと考えております。 

 

２．利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けております。これまで当社は、財務

体質の強化と今後の事業展開へ備えるため内部留保の充実を優先し配当は行っておりませんでしたが、当期より

当社創業以来初めて配当を行うことといたしました。当期につきましては、１株につき500円の中間配当を行い、

期末配当金につきましても500円とし、年間配当金を1,000円とすることを予定しております。 

内部留保資金につきましては、事業拡大のためのシステム投資及び新規事業構築・拡大のための投資資金とし

て活用し、更なる企業価値の向上を図ってまいります。 

なお、次期の利益配分からは、今後の成長に必要となる事業投資や財務体質の強化等を勘案した上で、業績に

対応した利益還元を行うことを基本方針とし、30％を目安とした配当性向を維持するように努めてまいります。 

 

３．目標とする経営指標 

当社は、チケット販売事業を軸に事業展開を図っていく一方で、経営の効率化も追求していくとの観点から、

「チケット取扱高」と「営業収入営業利益率」を重要な経営指標と考えております。 

当社は、既存事業の拡大に加え新規事業の構築にむけてさまざまな試みに取組んでおり、これらを実績に繋げ

ていくことにより上記各指標の向上に努めてまいります。 

 

４．中長期的な経営戦略 

当社は、既存事業のさらなる拡大と新規事業の構築により業容の拡大と経営基盤の強化を進めてまいります。 

（１）チケット取扱高の拡大 

   当社は、コンサートジャンルのＪ-ＰＯＰ分野において業界№１の実績を有していますが、スポーツをはじ

めとするその他のジャンルに関しましては、未だ充分な実績を残すには至っておりません。従いまして、以

下の施策によりチケット取扱高の拡大に取組んでまいります。 
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①Ｊ-ＰＯＰ分野で蓄積されたノウハウとインフラの活用 

②演劇、クラシック等の高年齢層商材取扱拡大のためのインフラ作り 

③ご利用いただけるお客様層拡大のための異業種とのアライアンスの強化・拡大 

④お客様とお取引先様の満足度・利便性の向上 

 

（２）「チケット＋α」事業の構築と拡大 

チケット単独の販売にとどまらず、会場までの移動手段、宿泊、旅行等とセットで提供したり、アーティ

スト関連グッズと組み合せて提供するなど、チケット販売を基軸にしながらさまざまな商材との組み合せに

よって新たな商品を開発し提供することにより、お客様とアーティストの満足度や利便性の向上を追及して

まいります。 

  

（３）アーティスト育成支援への取組み 

当社は、単にチケットを販売するだけの会社ではなく、ファンクラブ入会・更新手続きの代行やアーティ

スト関連グッズの販売などを行い「アーティストを支援する会社」として成長してまいりました。今後は、

当社が保有しているインフラやノウハウの活用と新たなインフラの構築によって、アーティストの「育成支

援」にも取組んでまいります。また、その取組みを当社の事業拡大に繋げられるよう努めてまいります。 

  

 ５．対処すべき課題 

当社は、当社の経営理念を具現化していくうえで以下の諸点を課題としてとらえており、その課題を反映さ

せた経営戦略の実行をもって対処してまいります。 

（１）お客様の拡大と固定化 

より多くの皆様へ「夢と感動」を提供するためには、より多くの皆様に当社をご利用いただくことが前提

となります。そのために、提供できるコンテンツの拡充を行うとともにチケット等の入手方法の多様化と利

便性の向上に努め、お客様層の拡大を含めたご利用者数とご利用回数の増加を図ってまいります。 

 

（２）お取引先様の拡大と固定化 

お客様に提供するコンテンツ拡充のために、当社の独自性に重点をおいた多種多様な販売ツール・販売方

法・販売サポートを企画・開発・提供し、販売実績を着実にあげていくことにより、お取引先様との関係を

より強固なものにしていくとともに、喜んでコンテンツを提供していただけるお取引先様の拡大を図ってま

いります。 

 

（３）新規ビジネスの構築 

新たな「夢と感動」を創造していくために、「非常識こそ、ビジネスチャンス」をスローガンにたえず新

たなビジネスチャンスへチャレンジし続けてまいります。また、実現の早期化やリスク軽減を図るために、

異業種企業とのアライアンスについても積極的に検討してまいります。 

 

（４）安全と安心の確保 

お客様とお取引先様に当社をご利用いただくためには、当社に対する信頼が必要不可欠であります。その

ために、個人情報保護対策、不正売買・予約の大量キャンセル対策、偽造チケット・チケット台紙盗難防止

対策等に取組んでまいりましたが、今後も、その強化と拡充に努めてまいります。 
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（５）企業収益の安定化 

当社の主力事業であるチケット販売事業の収益は、実施される公演本数や公演内容によって影響を受ける

可能性があります。そのため、当社は、既存事業の拡大及び利益率向上と新規事業の構築・拡大によって、

企業収益の安定化を図ってまいります。 

 

（６）強固なローコスト体質の確立 

財務基盤の強化と、他社より安価にサービスを提供し続けるために、絶えずローコスト策を検討、実施し

てまいります。 

 

６．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

 （１）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、企業価値の最大化を図るために、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営の最重要課題の

ひとつとして位置付け、適時・適切な情報開示等により、①経営の透明性と健全性の確保 ②アカウンタビリ

ティ（説明責任）の明確化 ③株主の皆様やお客様はもとよりお取引先様・従業員・地域社会等の各ステーク

ホルダーとの良好な関係の構築に取組むとともに、経営の効率性確保に努めてまいります。 

 

（２）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

   ①会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状

況 

当社は監査役会制度採用会社であり、会社の機関として商法に規定する株主総会、取締役会及び監査役会

を設置しております。このほかに法律の規定には基づかない社内制度として常勤取締役を中心とする経営会

議を設置し、経営における意思決定の迅速化を図っております。また、社外取締役を中心とする報酬諮問委

員会を設置し、取締役の報酬体系及び報酬水準等について協議するとともに、その結果を取締役会へ提言し

ております。 

取締役会は、社外取締役３名を含む９名で構成され、毎月開催される定時取締役会のほかに必要に応じて

臨時取締役会を開催し、全社的経営戦略をはじめ経営計画などの重要な意思決定及び業務執行の監督を行っ

ております。また、事業年度ごとの職務執行責任を明確にするため、取締役の任期を１年としております。 

監査役は、取締役会及びその他重要な会議に出席し、各種案件に関する公正不偏の立場に立った意見陳述

を行うとともに、内部統制状況を調査するなど、取締役の職務執行について厳正な監査を行っております。

監査役会につきましては、社外監査役３名を含む４名で構成され、毎月開催される定時監査役会のほかに必

要に応じて臨時監査役会を開催し、監査方針をはじめ監査に関する重要事項の協議及び決定を行っておりま

す。また、当社は、内部監査機能を財務経理本部内に設置し、業務活動全般に関して、その業務執行が適法

かつ適正・効率的に行われているかについて監査を行い、各取締役にその結果を報告するとともに、関係部

署に対して必要な改善提案を行っております。 

会計監査につきましては、監査法人トーマツと監査契約を締結し、商法特例法及び証券取引法に基づく会

計監査を受けております。当期において監査業務を執行した公認会計士の氏名及び当社に係る継続監査年数、

監査業務にかかる補助者の構成は、以下のとおりです。 

a.業務を執行した公認会計士の氏名及び当社に係る継続監査年数 

指定社員 業務執行社員  松宮 俊彦 １年 

指定社員 業務執行社員  原田 誠司 ７年 
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  なお、同監査法人は従前より自主的に業務執行社員の交替制度を導入しており、原田 誠司氏につき

ましては当期をもって交替する予定となっております。 

b.監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士 ２名   会計士補  ３名 

 

 会社の機関及び内部統制の模式図は以下のとおりであります。 

 

 

【役員報酬等の内容】 

 

取 締 役  監 査 役  計 
区 分 

支給人員 支給額 支給人員 支給額 支給人員 支給額 

定款又は株主総会 

決議に基づく報酬 
10 

名 
61,380 

千円 
 1 

名 
9,375 

千円 
 11 

名 
70,755 

千円 
 

株主総会決議に 

基づく退職慰労金 
2 

 
3,500 

 
－ 

 
－ 

 
2 

 
3,500 

 

計  64,880   9,375   74,255  

(注) １ 平成18年２月末日現在の人員は 13名（取締役 ９名 監査役 ４名）であります。 

 ２ 上記の他に使用人兼務取締役に対して使用人給与相当額30,586千円を支払っております。 

 ３ 当期は取締役及び監査役に対して賞与を支払っておりません。 

 

【監査報酬等の内容】 

 

支 払 内 容 金  額 

監査契約に基づく監査証明に係る報酬額 7,500千円 

 

 

 

内部監査機能 

株主総会 

会計監査人 

監査役会 
 

監査役     ４名 
内社外監査役  ３名 

取締役会 
 

取締役     ９名 
内社外取締役  ３名 

報酬諮問委員会 
 

非常勤取締役 
監査役 

経営会議 
（常勤取締役、常勤監査役） 

財務経理本部 販売管理本部 営業本部 

選任・解任 選任・解任 選任・解任 

監査 

連携 

提言 監査 

監督 

連携 
連携 

総務本部 経営戦略室 
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②会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

当社の社外取締役３名のうち、新浪剛氏と河原成昭氏はそれぞれ当社の親会社である株式会社ローソンの

代表取締役社長兼ＣＥＯと執行役員であります。また、三木谷浩史氏は楽天株式会社の代表取締役会長兼社

長であり、同社と当社とは業務提携契約を締結しております。 

当社の社外監査役３名のうち、児島政明氏と今田勝之氏はそれぞれ当社の親会社である株式会社ローソン

の常勤監査役と執行役員であります。また、植村伸一氏は三菱商事株式会社の従業員でありますが、同社と

当社との取引関係はありません。 

 

③会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

個人情報保護対策におきましては、指静脈認証システム導入による入退室管理、個人情報へのアクセス権

限の制限などを実施するとともに、「情報セキュリティ・ポリシー」、「個人情報保護方針」を制定し全従

業員への浸透強化に取組んでまいりました。 

内部統制の強化におきましては、全社的体制の整備を図るため、法令遵守担当役員及びリスク管理担当役

員を選任し、方針・規程等の策定を始めとする各種具体的対応策の検討を開始いたしました。また、リスク

が顕在化した場合には、全ての情報がリスク管理担当役員へ通報され、重大性・緊急性に応じてリスク管理

委員会を招集して対応策の協議を行う体制を整えました。情報開示体制の整備では、「ＩＲポリシー」、

「情報開示ガイドライン」を制定し、適時・適切な情報開示に努めてまいりました。 

 

７．親会社等に関する事項 

（１）親会社等の商号等 
（平成18年２月28日現在） 

親会社等 属性 
親会社等の議決権 
所有割合（％） 

親会社等が発行する株券が上場されて
いる証券取引所等 

株式会社ローソン 親会社 50.8 
株式会社東京証券取引所 市場第一部 
株式会社大阪証券取引所 市場第一部 

楽天株式会社 
上場会社が他の会社の関連
会社である場合における当
該他の会社 

17.8 株式会社ジャスダック証券取引所 

 

（２）親会社等のうち、当社に与える影響が最も大きいと認められる商号又は名称及びその理由 

株式会社ローソンは、当社における議決権数の50.8％（平成18年２月28日現在）を有する当社の親会社で

あります。当社は、同社に対してチケット販売を委託しており、当社のチケット取扱高における同社でのチ

ケット発券割合は、前期82.4％、当期79.8％となっております。 

 

（３）親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係 

当社は、興行主催者から販売を委託された公演等のチケットの発券及び代金精算を株式会社ローソンに委

託しており、その対価として同社に販売手数料を支払う一方、当社のオンラインチケット販売システム使用

料を同社から受領しております。なお、同社との取引における取引条件につきましては、市場価格、業界水

準及び当該取引に要するコスト等を考慮した上で決定しております。 

人的関係では、当社は同社より取締役２名と監査役２名を招聘しておりますが、当社の経営上の重要事項

については当社の責任のもとに業務執行を図っております。 
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（４）親会社等との取引に関する事項 

親会社等の取引に関する事項につきましては、財務諸表「関連当事者との取引」に関する注記をご参照下

さい。 

 

８．内部管理体制の整備・運用状況 

当社では、「業務分掌規程」にて業務の責任部署と各部署の業務分掌範囲を定め「決裁権限規程」にて決裁項

目と職務権限を明確にするとともに、相互牽制が可能な組織体制作りを図っております。それらの規程等に基づ

き業務効率を勘案し、稟議制度による意思決定を基本として、営業上の重要事項については営業戦略会議にて審

議されたうえで決裁または経営会議への上程がなされ、経営会議では経営全般に関する重要事項を審議し決裁ま

たは取締役会への上程を行っております。 

当期におきましては、内部管理体制強化を図るべく各種規程や運用ルール等の見直しを行うとともに、それを

目的の一部とした会議体の見直しと組織変更を行ってまいりました。また、内部監査につきましては、「内部監

査規程」に基づき地域事業所２ヶ所の実地監査を実施し、各取締役にその結果を報告するとともに関係部署に対

して必要な改善提案を行い改善状況の報告を行いました。 
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 経営成績及び財政状態 

１．経営成績 

当期におけるわが国経済は、好調な企業収益を背景に、設備投資が増加するとともに雇用・所得環境の改善に

より個人消費も堅調に推移し、輸出にも増加傾向が見られるようになるなど、緩やかな景気回復基調となってま

いりました。 

 

このような状況の中で当社は、「社内情報の共有化による意思統一」及び「社内情報の一元管理」を目的とし

た社内情報ネットワーク構築のため、全オフィスへのネットワーク環境の整備を完了し、社内情報の全社共有化

を進めるとともに、平成17年４月に新規事業への取組みを強化し事業フレームの早期確立を図るため専管部署を

新設し、10月には販売力強化を目的に販売管理本部を新設いたしました。また、お客様からのさまざまなお問合

せに迅速に対応できるようＶポータルダイレクトのフロー見直しや演劇・クラシック専用予約ダイヤルを設ける

などＣＳ（お客様満足）向上に取組んでまいりました。しかしながら、当社運営サイトでお客様情報が誤表示さ

れるというシステムの不具合が発生し、原因究明とシステム改修を行うため平成17年10月に当社の運営するサイ

ト全てを閉鎖いたしました。その後当社が使用するソフトウェアに原因があることを解明するとともに、再発防

止のための対策を行い平成17年12月５日にサイトを再開するまでの期間、皆様にはご不便、ご迷惑をおかけしま

したことを改めて深くお詫び申し上げます。この間、専用受付ダイヤルを設置し本件に関する問合せ対応を行う

一方、チケット販売につきましては、オートアンサーによる電話受付及びローソン店頭「Ｌｏｐｐｉ」にて販売

を行うなど最善を尽くして対応を行い、サイト再開後は、皆様がなお一層安心してご利用いただけるサービスの

提供と、１日も早い信頼回復に努めております。 

 

営業面におきましては、「チケット＋α」事業としまして「チケット＋旅行」では、昨年の「長渕剛 桜島オ

ールナイトコンサート ２００４．８．２１」に類する大型公演がない状況の中で、ジャンルにこだわることな

く取扱公演数の増加に取組んでまいりました。その中でも「ＭＲ．ＣＨＩＬＤＲＥＮ ＤＯＭＥ ＴＯＵＲ ２

００５（アイ ラブ ユー）」では4,000人を超えるお客様にご利用いただくことができました。また、既存ビジ

ネスの拡大や新規ビジネスの構築に繋げることを目的に映画制作への出資を行い、その具現化に努めてまいりま

した。一方、アーティスト育成支援の一環としまして、平成17年９月から日本クラウン株式会社とともに新人ア

ーティスト発掘オーディション第２弾“ＣＯＭＥ ＴＯ ＭＡＪＯＲ ’05-’06 ”を実施しており、1,500件以上も

のご応募をいただき、応募作品の審査によるファイナリスト10組を選出している段階であります。 

 

チケット販売事業におきましては、チケット取扱高が530億円となり前期実績を上回ることができました。なお、

主なジャンル別の状況につきましては、コンサートでは「ＳＯＵＴＨＥＲＮ ＡＬＬ ＳＴＡＲＳ Ｌｉｖｅ 

Ｔｏｕｒ ２００５ みんなが好きです！」、「ＭＲ．ＣＨＩＬＤＲＥＮ ＤＯＭＥ ＴＯＵＲ ２００５（ア

イ ラブ ユー）」などの大型公演の販売が好調に推移しましたものの前期実績には至りませんでした。一方、

スポーツでは今期からプロ野球全１２球団のチケット販売が可能になったことや、Ｊリーグやプロ野球２００６

年度シーズンの年間チケットの取扱チーム数増加などにより、取扱高を拡大させることができました。演劇では

「アレグリア２」、「筋肉（マッスル）ミュージカル」などの販売が前期を上回ったことや、高年齢層のお客様

に支持いただける公演の取込、オペレーターによる電話受付の体制作りをすすめた結果、さらに取扱高を拡大さ

せることができました。これらの結果、チケット販売事業における営業収入につきましては4,486,092千円（前期
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比 3.8％増）となりました。 

 

その他事業におきましては、広告収入関連でローソン店内放送の楽曲販売やチケットホルダー広告の販売を開

始するなど、新たな試みに取組んでまいりました。また、アーティスト関連グッズ販売におきましては、自主企

画商品の取扱を増やすとともに当社が企画段階より参画し平成17年７月に創刊され全国の郵便局へ毎月設置され

ている、写真付き切手を中心とした物販の無料情報誌「エンタメポスト」での販売を開始するなど、販売チャネ

ルの拡大にも取組んでまいりましたが、話題興行関連グッズ販売の不振などにより前期実績を下回ることとなっ

てしまいました。これらの結果、その他事業における営業収入につきましては、誠に遺憾ながら1,772,509千円

（前期比 9.8％減）となりました。 

 

以上の結果、当期の営業収入は、6,258,601千円（前期比 0.5％減）となりました。経常利益につきましては、

グッズ販売と連動した仕入原価の減少などにより、843,069千円（前期比 20.4％増）となり、当期純利益は

487,810千円（前期比 18.6％増）となりました。 

 

 当期における販売実績を事業の種類別に示すと、以下のとおりであります。 

         （単位：千円） 

前事業年度 当事業年度  

事 業 の 種 類 別 自 平成16年３月１日 

至 平成17年２月28日 

自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 
増 減 率 

チ ケ ッ ト 販 売 収 入 4,323,537 4,486,092 ＋3.8% 

そ の 他 の 収 入 1,964,868 1,772,509 △9.8% 

合 計 6,288,405 6,258,601 △0.5% 

(注)１ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ チケット販売収入は、チケット販売受取手数料、チケットシステム使用料収入等であり、その他の収

入は雑誌広告掲載料収入、アーティスト関連グッズ販売収入等であります。 
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２．財政状態 

当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末と比べ4,170,170千円減少し、

5,050,134千円となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりでありま

す。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は133,909千円（前期比 85.4％減）となりました。これは主に、税引前当期純

利益が801,390千円となり、チケット販売等に係る営業未収入金が増加し預り金が減少したことによるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は4,276,843千円となりました。これは主に、資金運用による有価証券及び投資

有価証券の取得によるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は27,236千円となりました。これは、当期より開始しました配当金の支払いに

よるものです。 

 

３．次期の見通し 

今後の当社を取り巻く経済環境は、原油高・海外経済動向等の不安要素を抱えながらも、設備投資や個人消費

等が堅調さを維持し緩やかな景気回復基調にて推移するものと思われます。 

このような状況の中で、当社といたしましては、唯一の「総合エンタテインメント企業」を目指し、異業種企

業との業務提携の推進、「チケット＋α」販売の拡大と販売体制の確立、新規ビジネスのフレームの構築と定着

などによりビジネスドメインの拡大に取組んでまいります。また、同時に、販売力強化と販売ツール及び販売チ

ャネルの拡大などにより各ジャンルにおけるシェアの向上を図り、当社会員サービスの充実により会員数の増加

を図ることなどにより既存ビジネスの強化にも努めてまいります。さらに、経営体質の強化を図るため、チケッ

ト販売システムにつきましては、その機能拡充を行うとともに抜本的な見直しを行ってまいります。また、常に、

組織・業務の効率性を追求し続けることにより生産性の向上に取組んでいくとともに、内部統制システムの整備

に努めてまいります。 

以上により、次期の業績見通しにつきましては、営業収入6,757百万円、経常利益855百万円、当期純利益500

百万円を見込んでおります。 

 

４．事業等のリスク 

以下において、当社の事業展開その他に関しリスク要因となる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。また、投資家の判断上重要であると考えられる事項については、積極的な情報開示の観点から開示し

ております。なお、当社はこれらのリスク発生の可能性を確認した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に

努める方針であります。また、以下の記載は、当社株式への投資に関するリスクを全て網羅するものではありま

せん。 

なお、文中における将来に関する事項は、当決算短信発表日（平成18年4月12日）現在において当社が判断し

たものであります。 
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（１）事業内容について 

①設備投資について 

当社では、競合他社に対する競争力の確保、顧客の利便性向上に加え、オンラインチケットビジネスへの

対応等の観点から、積極的にシステム投資を行っておりますが、業界を取り巻く環境の急激な変化、競合他

社との競争激化等の要因により、今後更なる設備投資が必要となる可能性があります。また、当該設備投資

及びそれに係る減価償却負担等から、当社の財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。 

 

②システム障害について 

当社では、チケット販売事業運営において、コンピュータシステム及びそれらを結ぶ通信ネットワークに

依存しているため、自然災害や事故等により通信ネットワークが切断された場合、一時的な過負荷等により

当社へのサーバーへのアクセスが困難になった場合、当社が管理するハードウェア及びソフトウェア等に不

具合が発生した場合など、各種システム障害の発生によって、当社の事業活動が阻害される可能性がありま

す。また、当社内部のネットワークシステムに対する不正侵入が発生した場合、コンピュータウィルスの被

害を受けた場合も同様であります。 

以上のような障害が発生した場合、当社において直接的な損害が生じるほか、当社システム自体の信頼性

の低下により、当社の事業運営及び業績に重大な影響を与える可能性があります。 

 

③個人情報の取扱いについて 

当社では、各種チケット等を販売するにあたり、Ｗｅｂ・モバイルなどによる予約販売を実施しているこ

とから、顧客の個人情報を管理しております。これら当社が知り得た個人情報につきましては、社内の「個

人情報保護規程」や具体的なセキュリティ管理・運営方法を規定した「会員情報漏洩防止対策」の遵守、ま

た、取引先との個人情報管理体制の相互確認などを通じて、情報管理には万全を期しておりますが、外部か

らの不正なアクセスや社内管理の不手際等により、当該情報が外部に漏洩した場合、当社への損害賠償や社

会的信用の失墜により、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

また、当社では平成17年４月より施行されました、「個人情報保護法」等の関連諸法令を遵守して当該情

報を取扱いますが、法令の解釈・適用状況によっては、新たな対応策が必要となり、当社の事業運営及び業

績に影響を与える可能性があります。 

 

④チケット発券の外部委託について 

当社は、チケット販売に関する信頼度向上のため、偽造防止対策を施したチケット台紙を使用する等、こ

れまでもさまざまな対応策を実施しております。しかしながら、委託先におけるチケット発券オペレーショ

ンの不手際等によって対外的信頼が失われるような事象が生じた場合には、当社の事業運営及び業績に影響

を与える可能性があります。 

 

（２）事業環境について 

①競合環境について 

当社は、競争が激化するオンラインチケット業界におきまして、急速かつ不断の技術革新や常時変動する

顧客ニーズに適時・適切に対応すべく、鋭意、迅速な意思決定と対策の実施に努めておりますが、当社が提

供するサービス内容の陳腐化等により競争力の低下を招く可能性があります。 
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②興行主催者による直接販売について 

インターネットの普及にともない、興行主催者(プロモーター)がチケット販売業者を通さずに、自社のＷ

ｅｂサイト等によりチケットを直接販売するケースが増加してきております。今後も直接販売が増加の一途

をたどった場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

（３）人材の育成及び確保について 

当社における平成18年２月28日現在の従業員の平均勤続年数は3.6年と短く、人材の流動性が高いものと認

識しております。そのため、新入社員及び中途入社者への研修制度の導入や従来の年功序列による賃金体系

の見直しを図り、能力・成果により評価する賃金体系に変更するなど、優秀な人材の確保・育成に尽力して

おります。しかしながら、企業間の人材獲得競争は激しさを増しており、当社にとって重要な人材を十分に

確保できない場合、当社の業務運営に支障が生じる可能性があります。 

 

（４）親会社との関係について 

株式会社ローソンは、当社における議決権数の50.8％（平成18年２月28日現在）を有する当社の親会社で

あります。 

当社は、同社に対してチケット販売を委託しており、チケットを購入する顧客は、主に当社のコールセン

ター・Ｗｅｂサイト・モバイル等により事前に予約申し込みのうえ、「ＬＡＷＳＯＮ」店頭に設置されたマ

ルチメディア端末「Ｌｏｐｐｉ」を操作して発券手続きを行い、レジにて発券及び代金の精算を行っており

ます。なお、当社のチケット取扱高における同社でのチケット発券割合は、前期82.4％、当期79.8％となっ

ております。 

また、全国の「ＬＡＷＳＯＮ」を結ぶオンラインチケット販売システムは当社所有のものであり、当社は、

「Ｌｏｐｐｉ」の稼動台数に応じて、同社よりシステム使用料を受領しております。なお、当該システム使

用料が当社の営業収入に占める割合は、前期12.1％、当期12.6％であります。 

そのため、当社の業績は、同社の出店を始めとする経営戦略の影響を受ける可能性があります。 

 

（５）楽天株式会社との関係について 

当社と楽天株式会社は平成16年１月５日にチケット販売に関する「業務提携契約書」を締結するとともに、

平成16年１月22日付の第三者割当増資により同社が当社株式を9,800株取得したことにより、同社は、当社に

おける議決権数の17.8％（平成18年２月28日現在）を有しております。 

なお、当社は、平成17年２月から「楽天市場」内の「楽天チケット」におきまして、同社の子会社であり

ます楽天エンタープライズ株式会社とチケットの共同販売を開始しております。 

当該業務提携は、チケット販売チャネルを増やすことにより顧客層の拡大、競争力の強化を目指す当社と、

インターネット・ショッピング・モールにおけるコンテンツの拡大・充実による競争力の強化を目指す同社

の互いのニーズが一致したことによるものであります。そのため、今後の事業展開や事業環境の変化等によ

り業務提携内容の見直しが行われた場合には、当社の今後の事業戦略や業績に影響を与える可能性がありま

す。 

 

（６）株式会社ローソンと楽天株式会社の株主間契約について 

株式会社ローソンと楽天株式会社は、平成16年１月５日付にて資本提携契約を締結しております。これに

よって、当社の取締役会の構成や株主総会における意思決定については、株式会社ローソン及び楽天株式会
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社が強い影響力を有しており、これらの意向が強く反映される可能性があります。 

①契約の概要 

・ 株式会社ローソン及び楽天株式会社のそれぞれがその保有する当社株式を譲渡しようとする場合には、

他方が優先買取権を有しており、他方が優先買取権を行使しない場合は、第三者に売却することができ

る。 

・ 株式会社ローソン及び楽天株式会社は、当社の株主総会にてその議決権を行使する際には、事前に協議

し、可能な限り共同で議決権を行使する。 

・ 平成16年の定時株主総会において、株式会社ローソン代表取締役社長執行役員新浪剛及び楽天株式会社

代表取締役会長兼社長三木谷浩史を当社の取締役に選任することに同意する。 

 

②契約期間 

・ 契約期間は当社と楽天株式会社との間で締結された業務提携契約が終了すると同時に終了する。 

 

なお、当社は契約当事者ではないため、今後、当該契約の内容が変更され、または終了した場合において、

その事実を確実に知りうる立場になく、かかる終了もしくは変更または契約に関するその他の状況につき適

時に、または全く、開示することができない可能性があります。 
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財務諸表等 
 貸借対照表 

(単位：千円) 

  
前事業年度 

平成17年２月28日 

当事業年度 

平成18年２月28日 
対前期比 

区  分 
注記 

番号 
金 額 構成比 金 額 構成比 増減 

(資産の部)    ％   ％  

Ⅰ 流動資産         

 １ 現金及び預金   9,220,305   5,050,134   

 ２ 営業未収入金 ※１  1,881,081   2,444,110   

 ３ 有価証券   －   3,640,101   

 ４ 商品   1,813   3,381   

 ５ 制作品   2,787   2,752   

 ６ 前払費用   11,882   36,510   

 ７ 繰延税金資産   73,092   86,063   

 ８ 未収入金   82,737   101,405   

 ９ その他   20,691   17,627   

   貸倒引当金   △397   △339   

   流動資産合計   11,293,995 94.7  11,381,747 91.7 87,752 

Ⅱ 固定資産         

 １ 有形固定資産        

  （1）建物  21,890   20,085    

     減価償却累計額  5,558 16,332  6,622 13,462   

  （2）車両運搬具  4,453   4,453    

     減価償却累計額  1,183 3,269  2,227 2,226   

  （3）工具器具備品  248,629   271,889    

     減価償却累計額  137,701 110,927  179,860 92,029   

   有形固定資産合計   130,529 1.1  107,719 0.9 △22,810 

 ２ 無形固定資産         

  （1）ソフトウェア   368,467   249,343   

  （2）電話加入権   18,279   18,279   

   無形固定資産合計   386,747 3.2  267,623 2.1 △119,124 

 ３ 投資その他の資産         

  （1）投資有価証券   224   498,108   

  （2）長期前払費用   11,742   6,258   

  （3）繰延税金資産   47,146   86,858   

  （4）差入保証金   57,449   69,293   

   投資その他の資産合計   116,562 1.0  660,518 5.3 543,955 

   固定資産合計   633,840 5.3  1,035,860 8.3 402,020 

   資産合計   11,927,835 100.0  12,417,608 100.0 489,773 
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前事業年度 

平成17年２月28日 

当事業年度 

平成18年２月28日 
対前期比 

区  分 
注記 

番号 
金 額 構成比 金 額 構成比 増減 

(負債の部)    ％   ％  

Ⅰ 流動負債         

 １ 営業未払金   5,715,172   5,963,552   

 ２ 未払金   269,374   269,021   

 ３ 未払費用   104,772   141,745   

 ４ 未払法人税等   206,028   219,737   

 ５ 未払消費税等   27,275   24,515   

 ６ 前受金   4,220   8,478   

 ７ 預り金   451,748   175,364   

 ８ 賞与引当金   62,097   50,703   

 ９ 返品調整引当金   362   90   

   流動負債合計   6,841,050 57.4  6,853,208 55.2 12,157 

Ⅱ 固定負債         

 １ 退職給付引当金   34,340   41,539   

 ２ 役員退職慰労引当金   19,300   32,600   

 ３ その他   21,989   20,633   

   固定負債合計   75,629 0.6  94,772 0.8 19,142 

   負債合計   6,916,680 58.0  6,947,980 56.0 31,300 

(資本の部)         

Ⅰ 資本金 ※２  2,892,575 24.2  2,892,575 23.3 － 

Ⅱ 資本剰余金         

  資本準備金  1,342,825   1,342,825    

  資本剰余金合計   1,342,825 11.3  1,342,825 10.8 － 

Ⅲ 利益剰余金         

  当期未処分利益  775,772   1,236,082    

  利益剰余金合計   775,772 6.5  1,236,082 9.9 460,310 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   △17 △0.0  △1,854 △0.0 △1,837 

  資本合計   5,011,155 42.0  5,469,628 44.0 458,473 

  負債資本合計   11,927,835 100.0  12,417,608 100.0 489,773 
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 損益計算書 

(単位：千円) 

  

前事業年度 

自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日 

当事業年度 

自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日 

対前期比 

区  分 
注記 

番号 
金 額 百分比 金 額 百分比 増減 

    ％   ％  

Ⅰ 営業収入 ※１  6,288,405 100.0  6,258,601 100.0  

Ⅱ 営業原価 ※１  3,296,830 52.4  3,033,992 48.5  

営業総利益   2,991,575 47.6  3,224,608 51.5  

返品調整引当金戻入額   － －  272 0.0  

返品調整引当金繰入額   362 0.0  － －  

差引営業総利益   2,991,213 47.6  3,224,880 51.5 233,667 

Ⅲ 販売費及び一般管理費         

 １ 広告宣伝費  268,922   290,191    

 ２ 役員報酬  63,660   70,755    

 ３ 従業員給与手当  476,901   516,136    

 ４ 従業員賞与  43,915   23,540    

 ５ 賞与引当金繰入額  62,097   50,703    

 ６ 退職給付費用  6,939   12,203    

 ７ 役員退職慰労引当金繰入額  13,700   16,200    

 ８ 法定福利・厚生費  103,164   101,538    

 ９ 通信費  94,407   102,946    

 10 保守料  122,272   151,877    

 11 システム管理費  107,403   93,791    

 12 減価償却費  196,417   234,230    

 13 賃借料  68,392   68,800    

 14 リース料  298,653   279,934    

 15 その他  343,565 2,270,410 36.1 390,292 2,403,142 38.4 132,731 

営業利益   720,803 11.5  821,738 13.1 100,935 

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息  95   5,343    

２ 債務整理益  11,956   18,711    

３ その他  463 12,515 0.1 160 24,215 0.4 11,700 

Ⅴ 営業外費用         

１ 事務所移転関連費用  －   1,612    

２ 新株発行費  3,955   －    

３ 株式公開関連費用  27,399   －    

４ その他  1,973 33,329 0.5 1,273 2,885 0.0 △30,443 

経常利益   699,989 11.1  843,069 13.5 143,079 

Ⅵ 特別利益         

貸倒引当金戻入益  558 558 0.0 56 56 0.0 △501 

Ⅶ 特別損失         

１ 固定資産除却損 ※２ 98   645    

２ サイト障害対処費用  － 98 0.0 41,089 41,735 0.7 41,637 

税引前当期純利益   700,449 11.1  801,390 12.8 100,941 

法人税、住民税及び事業税  326,000   365,000    

法人税等調整額  △36,881 289,119 4.6 △51,420 313,580 5.0 24,461 

当期純利益   411,330 6.5  487,810 7.8 76,480 

前期繰越利益   364,442   775,772  411,330 

中間配当額   －   27,500  27,500 

当期未処分利益   775,772   1,236,082  460,310 
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 営業原価明細書 

(単位：千円) 

  

前事業年度 

自 平成16年３月１日 

至 平成17年２月28日 

当事業年度 

自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 

対前期比 

区  分 
注記 

番号 
金 額 構成比 金 額 構成比 増減 

    ％   ％  

Ⅰ 商品仕入原価   634,891 19.3  438,489 14.4 △196,402 

Ⅱ 制作品制作原価   10,171 0.3  35,193 1.2 25,022 

Ⅲ 経費         

 １ 支払手数料  1,835,759   1,833,861    

 ２ 出版経費  733,820   699,617    

 ３ その他  82,187 2,651,767 80.4 26,830 2,560,310 84.4 △91,456 

   営業原価   3,296,830 100.0  3,033,992 100.0 △262,837 
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 キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 

 

前事業年度 

自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日 

当事業年度 

自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日 

対前期比 

区  分 
注記 

番号 
金 額 金 額 増減 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

 税引前当期純利益  700,449 801,390  

 減価償却費  196,417 234,230  

 固定資産除却損  98 645  

 貸倒引当金の増加額（△減少額）  △876 －  

 賞与引当金の増加額（△減少額）  3,851 △11,394  

 退職給付引当金の増加額（△減少額）  4,266 7,199  

 役員退職慰労引当金の増加額（△減少額）  13,700 13,300  

 営業未収入金の減少額（△増加額）  998,547 △563,028  

 未収入金の減少額（△増加額）  △60,761 △18,668  

 営業未払金の増加額（△減少額）  50,168 248,379  

 預り金の増加額（△減少額）  △737,479 △276,383  

 その他（純額）  △45,669 59,170  

小計  1,122,711 494,841 △627,869 

 利息及び配当金の受取額  96 6,359  

 法人税等の支払額  △204,762 △367,291  

営業活動によるキャッシュ・フロー  918,045 133,909 △784,135 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

 有価証券の増加額  － △3,346,109  

 固定資産の取得による支出  △170,815 △117,915  

 投資有価証券の取得による支出  － △799,925  

 差入保証金の支出  △1,578 －  

 差入保証金の回収による収入  1,409 －  

 差入保証金の減少額（△増加額）  － △11,843  

 長期前払費用の増加額  △800 △1,050  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △171,784 △4,276,843 △4,105,059 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー     

   株式の発行による収入  681,500 －  

   配当金の支払額  － △27,236  

   財務活動によるキャッシュ・フロー  681,500 △27,236 △708,736 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  1,427,760 △4,170,170 △5,597,931 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  7,792,544 9,220,305 1,427,760 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  9,220,305 5,050,134 △4,170,170 
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 利益処分案 

(単位：千円) 

  
前事業年度 

平成17年２月期 

当事業年度 

平成18年２月期 
対前期比 

区  分 
注記 

番号 
金 額 金 額 増減 

（当期未処分利益の処分）       

Ⅰ 当期未処分利益   775,772  1,236,082 460,310 

Ⅱ 利益処分額       

   配当金  － － 27,500 27,500 27,500 

Ⅲ 次期繰越利益   775,772  1,208,582 432,810 
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重要な会計方針 

項  目 

前事業年度 

自 平成16年３月１日 

至 平成17年２月28日 

当事業年度 

自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 

１ 有価証券の評価基準及び評価 

方法 

 

その他有価証券 

(1) 時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法 

なお、評価差額は全部資本直入法に

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。 

その他有価証券 

(1) 時価のあるもの 

同左 

 (2)              (2） 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

２ たな卸資産の評価基準及び評 

価方法 

(1) 商品 

先入先出法による原価法 

(1) 商品 

同左 

 (2) 制作品 

先入先出法による原価法 

(2) 制作品 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方法 

 

(1) 有形固定資産 

定率法 

なお、主な耐用年数は、建物 10～18

年、工具器具備品５～15 年でありま

す。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

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

以内)に基づく定額法によっておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

   定額法 

(3) 長期前払費用 

同左 

４ 繰延資産の処理方法 新株発行費 

支出時に全額費用として処理しておりま

す。 

               

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権は個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

従業員への賞与支給に備えるため、支

給見込額の当事業年度に負担すべき金額

を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 返品調整引当金 

制作品の返品による損失に備えるた

め、返品率等を勘案し、将来の返品にと

もなう損失見込額を計上しております。 

(3) 返品調整引当金 

同左 

 (4) 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に基づき

計上しております。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

 (5) 役員退職慰労引当金 

役員への退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 

 

 

６ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・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。 

同左 

７ キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 
手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ

月以内に満期日の到来する流動性の高い、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短期的な投資

からなっております。 

同左 

８ その他財務諸表作成のための

重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式 

同左 
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会計処理方法の変更 

前事業年度 

自 平成16年３月１日 

至 平成17年２月28日 

当事業年度 

自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 

                      （固定資産の減損に係る会計基準） 

当期から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平
成14年８月９日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準

適用指針第６号)を早期適用しております。 

なお、これによる損益への影響額はありません。 

 

 

表示方法の変更 

前事業年度 

自 平成16年３月１日 

至 平成17年２月28日 

当事業年度 

自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 

（損益計算書） 

前期まで販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表示し

ておりました「保守料」は、当期において販売費及び一般管理

費の合計額の100分の５を超えたために区分掲記しております。 

なお、前期の販売費及び一般管理費の「その他」に含まれて
いる「保守料」の金額は74,679千円であります。 

                      

                      （キャッシュ・フロー計算書） 

１ 営業活動によるキャッシュ・フローにおいて区分掲記して
いた「貸倒引当金の増加額（△減少額）」は、金額的重要

性が乏しくなったため、当期より「その他（純額）」に含

めて表示しております。 

なお、当期の「その他（純額）」に含まれている「貸倒

引当金の減少額」は58千円であります。 

２ 投資活動によるキャッシュ・フローにおいて区分掲記して
いた「差入保証金の支出」及び「差入保証金の回収による

収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、当期より

「差入保証金の減少額（△増加額）」として純額表示して

おります。 

なお、当期の「差入保証金の支出」は15,370千円、「差入

保証金の回収による収入」は3,526千円であります。 

 



ファイル名:200602_決算短信[3]0411.doc 更新日時:2006/04/12 10:24 印刷日時:06/04/12 10:34 

 23

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 

平成17年２月28日 

当事業年度 

平成18年２月28日 

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

各科目に含まれているものは、以下のとおりでありま

す。 

営業未収入金     1,312,468千円 

 

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

各科目に含まれているものは、以下のとおりでありま

す。 

営業未収入金     1,323,524千円 

※２ 会社が発行する株式の総数   普通株式  136,000株 
ただし、株式の消却が行われた場合には、これに相

当する株式数を減ずる旨を定款に定めております。 

発行済株式総数        普通株式  55,000株 

 

※２ 会社が発行する株式の総数   普通株式  136,000株 
ただし、株式の消却が行われた場合には、これに相

当する株式数を減ずる旨を定款に定めております。 

発行済株式総数        普通株式  55,000株 

 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 

自 平成16年３月１日 

至 平成17年２月28日 

当事業年度 

自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下

のとおりであります。 

営業収入         1,131,319千円 

営業原価         1,718,188千円 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下

のとおりであります。 

営業収入         1,143,738千円 

営業原価         1,694,099千円 

※２ 固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。 

工具器具備品 98千円 
 

※２ 固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。 

建物 600千円 

工具器具備品 44千円 

合計 645千円 

  
 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 

自 平成16年３月１日 

至 平成17年２月28日 

当事業年度 

自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

現金及び預金 9,220,305千円 

現金及び現金同等物 9,220,305千円 

  
 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

現金及び預金 5,050,134千円 

現金及び現金同等物 5,050,134千円 
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（リース取引関係） 

前事業年度 

自 平成16年３月１日 

至 平成17年２月28日 

当事業年度 

自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及

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） 

期末残高 
相当額 
(千円) 

工具器具備品 1,232,019 765,276 466,742 

 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及 

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） 

期末残高 
相当額 
（千円） 

工具器具備品 1,212,803 1,011,915 200,888 

 
２ 未経過リース料期末残高相当額 

１ 年 内 246,212千円 

１ 年 超 234,055千円 

合  計 480,267千円 
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１ 年 内 208,771千円 

１ 年 超 －千円 

合  計 208,771千円 
 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支 払 リ ー ス 料 297,786千円 

減価償却費相当額 283,645千円 

支払利息相当額 13,674千円 
 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支 払 リ ー ス 料 278,768千円 

減価償却費相当額 265,854千円 

支払利息相当額 7,271千円 
 

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。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 
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（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前事業年度 

平成17年２月28日 

当事業年度 

平成18年２月28日 

取得原価 

貸借対照表日 

における貸借 

対照表計上額 

差額 取得原価 

貸借対照表日 

における貸借 

対照表計上額 

差額 
区分 

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 
      

(1)株式 － － － － － － 

(2)債券       

 ①国債・地方債等 － － － － － － 

 ②社債 － － － 299,961 299,982 20 

 ③その他 － － － － － － 

(3)その他 － － － － － － 

小計 － － － 299,961 299,982 20 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 
      

(1)株式 241 224 △17 241 183 △57 

(2)債券       

 ①国債・地方債等 － － － 239,981 239,976 △5 

 ②社債 － － － 1,000,488 998,335 △2,153 

 ③その他 － － － 2,600,654 2,599,733 △921 

(3)その他 － － － － － － 

小計 241 224 △17 3,841,365 3,838,227 △3,137 

合計 241 224 △17 4,141,326 4,138,209 △3,117 

 

２．その他有価証券のうち満期があるものの貸借対照表日後における償還予定額 

当事業年度(平成18年２月28日) 

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 
区分 

（千円） （千円） （千円） （千円） 

(1)債券     

 ①国債・地方債等 239,976 － － － 

 ②社債 800,392 497,925 － － 

 ③その他 2,599,733 － － － 

(2)その他 － － － － 

合計 3,640,101 497,925 － － 

 



ファイル名:200602_決算短信[3]0411.doc 更新日時:2006/04/12 10:24 印刷日時:06/04/12 10:34 

 26

 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

デリバティブ取引を全く利用していないため該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

デリバティブ取引を全く利用していないため該当事項はありません。 

 

（退職給付関係） 

前事業年度 

自 平成16年３月１日 

至 平成17年２月28日 

当事業年度 

自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設け

ております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

２ 退職給付債務に関する事項 

(1) 退職給付債務 34,340千円

(2) 退職給付引当金 34,340千円

(注) 退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しており

ます。 

２ 退職給付債務に関する事項 

(1) 退職給付債務 41,539千円

(2) 退職給付引当金 41,539千円

(注) 退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しており

ます。 

３ 退職給付費用に関する事項 

(1) 勤務費用 6,939千円

(2) 退職給付費用合計 6,939千円
 

３ 退職給付費用に関する事項 

(1) 勤務費用 12,203千円

(2) 退職給付費用合計 12,203千円
 

 

（税効果会計関係） 

前事業年度 

平成17年２月28日 

当事業年度 

平成18年２月28日 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

  繰延税金資産 

   未払費用 28,990千円

   賞与引当金 25,149千円

   未払事業税 18,343千円

   減価償却費 15,362千円

   退職給付引当金 13,762千円

   電話加入権 11,721千円

   その他 18,637千円

   繰延税金資産小計 131,966千円

   評価性引当額 △11,728千円

   繰延税金資産合計 120,238千円
 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

  繰延税金資産 

   未払費用 44,509千円

   減価償却費 36,000千円

   賞与引当金 20,534千円

   未払事業税 17,154千円

   退職給付引当金 16,750千円

   電話加入権 11,721千円

   その他 26,252千円

   繰延税金資産合計 172,921千円

 

 

２ 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な項目別の内訳 

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

の間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注

記を省略しております。 

２ 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な項目別の内訳 

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

の間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注

記を省略しております。 
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(持分法損益等) 

前事業年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

関連会社が存在しないため該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

関連会社が存在しないため該当事項はありません。 

 

（関連当事者との取引） 

前事業年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

１．親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金 
(千円) 

事業の 
内容 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

営業 
未収入金 
(注)２ 

1,212,535 
販売手数料 
支払 

1,718,188 
営業 
未払金 

17,821 

チケット 
システム 
収入 

763,632 
営業 
未収入金 

68,294 

雑誌広告 
収入 

361,872 
営業 
未収入金 

31,638 

未収入金 64,276 

親会社 
㈱ 
ローソン 

大阪府 
吹田市 

58,506,644 

コンビニエ
ンスストア
「LAWSON」
のフランチ
ャイズチェ
ーン展開 

(被所有) 
直接 51.1 

兼任２人 
チケット 
の販売 
委託等 

広告宣伝費 
受入 

259,852 

未払金 1,270 

(注) １ 取引金額には、消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 当該営業未収入金残高は、未決済のチケット代金(券面額)から、販売手数料支払額を控除した金額であ

ります。 

３ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

販売手数料支払･･･････････業界水準を考慮した上で、当社チケット販売システムにおける発券頻度及

び決済方法等を考慮して決定しております。 

チケットシステム収入･････当社チケット販売システム使用時の運営サポートに要するコスト等を考慮

して決定しております。 

雑誌広告収入･････････････市場価格、総原価等を勘案した当社基準に基づき、一般取引と同様に決定

しております。 

広告宣伝費受入･･･････････各興行につき個別に販売形態、決済方法等を考慮して決定しております。 
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２．役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金 
(千円) 

事業の 
内容 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

㈱クリム
ゾンフッ
トボール
クラブ 
(注) 
４－(1)､
５ 

兵庫県 
神戸市 

98,000 
サッカーク
ラブ運営 

－ 兼任１人 
チケット 
の販売 
受託等 

販売手数料 
収入 

6,354 
営業 
未払金 
(注)２ 

9,980 

販売手数料 
収入 

104,428 
営業 
未払金 
(注)２ 

61,121 

アーティス
ト関連商品
仕入 

1,022 － － 

広告宣伝費 
支払 

11,000 未払金 11,550 

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 
(当該 
会社等 
の子会 
社を含 
む) 

㈱ウエス 
(注) 
４－(2) 

札幌市 
西区 

10,000 

音楽興行 
ならびに 
各種催事の 
企画・運営 

(被所有) 
直接 0.7 

兼任１人 
チケット 
の販売 
受託等 

広告宣伝費 
受入 

2,000 － － 

(注) １ 取引金額には、消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 当該営業未払金残高は、未決済のチケット代金(券面額)から、販売手数料受入額を控除した金額であり

ます。 

３ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

市場価格、総原価等を勘案して、交渉により一般取引と同様に決定しております。 

４ 役員及びその近親者の議決権の所有割合 

(1) 当社役員三木谷浩史及びその近親者が100.0％を間接所有しております。 

(2) 当社役員小島紳次郎及びその近親者が100.0％を直接所有しております。 

５ 三木谷浩史氏は平成16年５月25日付で当社取締役に就任したため、同日以降の取引について記載してお

ります。 
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当事業年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

１．親会社及び法人主要株主等  

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金 
(千円) 

事業の 
内容 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

営業 
未収入金 
(注)２ 

1,153,035 
販売手数料 
支払 

1,687,967 
営業 
未払金 

112,997 

チケット 
システム 
収入 

791,648 
営業 
未収入金 

139,895 

雑誌広告 
収入 

352,078 
営業 
未収入金 

30,593 

未収入金 97,320 

未払金 4,331 

親会社 
㈱ 
ローソン 

大阪府 
吹田市 

58,506,644 

コンビニエ
ンスストア
「LAWSON」
のフランチ
ャイズチェ
ーン展開 

(被所有) 
直接 50.8 

兼任２人 
チケット 
の販売 
委託等 

広告宣伝費 
受入 

197,595 

前受金 7,314 

(注) １ 取引金額には、消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 当該営業未収入金残高は、未決済のチケット代金(券面額)から、販売手数料支払額を控除した金額であ

ります。 

３ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

販売手数料支払･･･････････業界水準を考慮した上で、当社チケット販売システムにおける発券頻度及

び決済方法等を考慮して決定しております。 

チケットシステム収入･････当社チケット販売システム使用時の運営サポートに要するコスト等を考慮

して決定しております。 

雑誌広告収入･････････････市場価格、総原価等を勘案した当社基準に基づき、一般取引と同様に決定

しております。 

広告宣伝費受入･･･････････各興行につき個別に販売形態、決済方法等を考慮して決定しております。 

 

２．役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金 
(千円) 

事業の 
内容 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

営業 
未払金 
(注)２ 

1,646 
㈱クリム
ゾンフッ
トボール
クラブ 
(注) 
４－(1) 

兵庫県 
神戸市 

98,000 
サッカーク
ラブ運営 

－ 兼任１人 
チケット 
の販売 
受託等 

販売手数料 
収入等 

21,519 
営業 
未収入金 

917 

営業 
未払金 
(注)２ 

73,720 
販売手数料 
収入 

111,117 
営業 
未収入金 

8 

雑誌広告 
収入 

7,000 － － 

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 
(当該 
会社等 
の子会 
社を含 
む) 

㈱ウエス 
(注) 
４－(2) 

札幌市 
西区 

10,000 

音楽興行 
ならびに 
各種催事の 
企画・運営 

(被所有) 
直接 1.5 

兼任１人 
チケット 
の販売 
受託等 

広告宣伝費 
支払 

1,338 － － 

(注) １ 取引金額には、消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 当該営業未払金残高は、未決済のチケット代金(券面額)から、販売手数料受入額を控除した金額であり

ます。 

３ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

市場価格、総原価等を勘案して、交渉により一般取引と同様に決定しております。 

４ 役員及びその近親者の議決権の所有割合 

(1) 当社役員三木谷浩史及びその近親者が100.0％を間接所有しております。 

(2) 当社役員小島紳次郎及びその近親者が100.0％を直接所有しております。 
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（１株当たり情報） 

項  目 

前事業年度 

自 平成16年３月１日 

至 平成17年２月28日 

当事業年度 

自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 

１株当たり純資産額 91,111円92銭 99,447円79銭 

１株当たり当期純利益 7,941円50銭 8,869円28銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式がないため記載し

ておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式がないため記載し

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16年３月１日 

至 平成17年２月28日 

当事業年度 

自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 

損益計算書上の当期純利益 (千円) 411,330 487,810 

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 (千円) 411,330 487,810 

普通株式の期中平均株式数 (株) 51,795 55,000 

 

（重要な後発事象） 

前事業年度（自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日） 

  該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日） 

  該当事項はありません。 
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 役員の異動（平成18年５月23日付予定） 

１．代表者及び代表取締役の異動 

 
 取 締 役 会 長   岡 田   稔  （現 代表取締役社長兼経営戦略室長） 

 代表取締役社長   野 林 定 行  （現 株式会社ローソン  

執行役員九州ローソン支社長） 

 退 任   清 田   滋  （現 代表取締役副社長兼販売管理本部長） 

 

 

２．新任取締役候補 
 

取 締 役   山 﨑 文 雄  （現 営業本部副本部長兼営業３部長） 

取 締 役   平 厚  （現 株式会社ローソン サービス本部本部長補佐 

                                  兼エンタテイメント部長） 

 

（注） 新任取締役候補の平 厚は、商法第188条第２項第７号ノ２に定める社外取締役の要件を満

たすこととなります。 

 

３．新任監査役候補 
 

 監 査 役   山 川 健 次  （現 株式会社ローソン 常勤監査役） 

 監 査 役   小 川 広 通  （現 三菱商事株式会社  

リテイル事業ユニットマネージャー） 
 

（注） 新任監査役候補の山川健次及び小川広通は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関す

る法律」第18条第１項に定める社外監査役の要件を満たすこととなります。 

 

 

４．退任予定取締役 
 

 河 原  成 昭   （現 非常勤取締役） 

 

 

５．退任予定監査役 
 

 児 島  政 明   （現 非常勤監査役） 

 植 村  伸 一   （現 非常勤監査役） 

 

 

なお、新任取締役候補山﨑文雄の異動につきましては、平成18年４月12日開催の取締役会において

決議されたものであります。そのほかの役員の異動につきましては、平成18年３月28日付で既に開示

済であります。 




