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１．平成18年3月期の連結業績（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

(1)連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満は切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年3月期 96,190 12.3 47 － 35 －

17年3月期 85,624 △0.1 △1,808 － △1,840 －

 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

売上高

経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年3月期 △258 － △29 27 － － △9.3 0.1 0.0

17年3月期 △3,311 － △399 37 － － △109.1 △7.4 △2.2

(注) ①持分法投資損益 18年3月期 23百万円 17年3月期 8百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年3月期 8,825,115株 17年3月期 8,292,550株

③会計処理の方法の変更 有

④売上高、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、対前期増減率であります。

(2)連結財政状態  

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年3月期 27,681 4,216 15.2 426 15

17年3月期 24,107 1,355 5.6 163 51

(注) 期末発行済株式数（連結） 18年3月期 9,895,336株 17年3月期 8,292,536株

(3)連結キャッシュ・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

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年3月期 3,451 △674 2,156 10,638

17年3月期 △743 △887 1,836 5,776

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 7社　持分法適用非連結子会社数 －社　持分法適用関連会社数 2社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 2社　（除外） 1社持分法（新規） 1社　（除外） －社

２．平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

中間期   47,500   △350   △350

通　期   97,000     100      50

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 5円4銭  

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。



１．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社７社及び関連会社２社により構成されており、レジャー・

エンタテインメント領域において、チケット事業、出版事業、情報サービス他事業を全国的に展開しております。

(1）当社グループの事業の特徴

　当社グループのビジネスモデル（「ぴあ型ビジネスモデル」下図参照）は、「プロモーション・メディア」及び「流

通」の立体的シナジーにより、重層的かつ毛細血管のような広がりをもつ各業界の事業者（興行主催者、ホール事業

主等）と顧客の双方に対して同時にソリューションを提供することでレジャー・エンタテインメント市場の活性化を

促進するものです。

　そして、当社保有のデータベースは、チケット事業をはじめとした「時々刻々」と変化する「動態情報データベース」

という特徴を有し、デジタルネットワーク社会の進展のもとで、ＩＴの活用により「付加価値創造コンテンツ」として

当社グループのビジネスモデルの根幹を成すとともに、今後の成長の源泉となっております。

　また、当社グループの事業を支えるもうひとつの特徴は上述のビジネスモデルの確立とあわせて、レジャー

・エンタテインメント市場を中心として広がる高いブランド力と認識しており、当社としては、今後の事業領域の拡大

とともに、ブランド・イメージの一層の強化を図ってまいります。
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(2）当社グループの事業の系統図

　　　当社グループの系統図について図示すると次の通りであります。

無印　連結子会社

※　　関連会社で持分法適用会社

（注）上記６社の他に連結子会社として、レジャーエンタテインメントに関するシンクタンク「ぴあ総合研究所㈱」　

　　　及び新規海外事業を担う平成17年6月13日設立の「ぴあインターナショナル㈱」及び平成17年8月29日設立の
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　　　「PIA ASIA PACIFIC.,CO LIMITED」があります。
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２．経営方針

(1）経営の基本方針

  当社グループは、２１世紀のデジタルネットワーク社会において、ITを最大限活用し、レジャー・エンタテイメ

ント領域を楽しむために必要な情報・サービスを提供し、心の豊かさをサポートする「感動のライフライン」を構

築することをビジョンに掲げ、２１世紀のひとりひとりの生き生きとした生活を支えていくことが使命であると考

えております。そして、このビジョン実現に向けた「サービスインフラ」事業を着実に具体化することによって、

２１世紀の基幹産業たる「２１世紀の感動創造企業」を目指し、株主をはじめ全てのステークホルダーの期待に応

えていきたいと考えております。

(2）利益配分に関する基本方針

  利益配分につきましては、将来の事業拡大と財務体質強化のため、必要な内部留保を確保しつつ、株主の期待に

沿うかたちで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。

　当期は、現財務状況等から誠に遺憾ではありますが、前期に引き続き配当を見送り、無配を予定いたしますが、

来期以降の安定的な黒字収益構造の確立により、出来る限り早期に従来の普通配当レベルに復するよう努めて参る

所存です。

  なお、この間当社は株主への利益還元のひとつとして、株主優待制度を実施し、ご評価を頂いております。当期

は、引き続き株主のご要望等も踏まえ、株主優待制度は継続させていただきます。中期的には、復配のタイミング

等を捉え、安定配当と株主優待のバランスにも配慮して参りたいと考えております。

(3）目標とする経営指標

  経営の主たる指標としては、「ROE」を念頭においております。すなわち、資本コストを十分認識した財務体質の

強化に努めるとともに、中期的には相対的な高い「ROE＝10％」の確保、維持、向上を目指して、企業価値の持続的

増大を図っていきたいと考えております。

(4）中長期的な経営戦略及び対処すべき課題

  当社グループは、２１世紀のデジタルネットワーク社会の到来と、レジャー・エンタテイメント領域の更なる拡

がりを見据えて、当社ビジネスモデルを進化させつつ、中期的な事業の飛躍と成長を確実に遂げて参りたいと考え

ております。具体的には、2003年10月にインターネットをベースに携帯電話等を活用した「電子チケット」事業戦

略を、スタートさせ、広範な普及と新たなライフスタイルの創出に呼応した様々なサービス展開による事業拡大に

注力し、順調な進捗を辿ってきております。

　次年度（平成19年3月期）につきましては、当年度黒字化を実現した既存3事業部門の黒字収益構造を更に安定的

に確実なものにし、収益力の向上を図り、ぴあグループ企業総体での安定的な黒字収益基調を形成していくととも

に、慎重な経営判断のもと戦略投資も視野に入れた中期的な成長への対応も具体化し、ぴあグループ全体での成長

エンジンの加速も図って参りたいと考えております。そして、出来るだけ早期に中期的な安定配当のパスへの復帰

を目指して参る所存です。

(5）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

「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」にて別途報告致します。

　(6）親会社等に関する事項

　　　該当する事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

ａ.当期の業績概要

　当連結会計年度における我が国経済は、原油価格の高騰等など不透明感はあるものの、海外経済の拡大、企業収益

の改善等から景気回復基調を辿っており、当社の事業ドメインであるレジャー・エンターテインメント市場も引続き

底堅い推移を示しております（2004年1兆1,060億円、2005年1兆1,029億円＜速報＞、ぴあ総合研究所調べ）。

　この間、当社グループは、2002年の上場目的であったデジタルネットワーク社会に対応した戦略事業「電子チケッ

トぴあ」のスタート（2003年10月）に係るシステム先行投資を行い、順調に推移しております。しかしながら、その

先行投資に加え、事業環境面での不調等に伴う想定以上の出版事業や周辺事業の低迷により、過去２期連続の赤字決

算となりました。

  当年度については、以下のような全社事業収益構造改革の推進と次なる成長への着実なステップを具体化しつつ、

通期での連単黒字化を実現すべく、経営努力に邁進して参りました。即ち、

①「電子チケット」事業の定着・拡大による先行投資の回収を明確に確認すると共に、全社コスト構造の改革を更に

進捗させること、

②既存出版事業や周辺事業での原価・経費削減を含む事業リストラクチャリングを大胆に進め、将来に向かっての全

社での黒字収益基盤への転換を図ること、

③更に、デジタルネットワーク社会の本格的な進展等を踏まえた中期的成長戦略に資する有力企業との各種業務提携

や海外事業展開への布石を着実に打つ、ということでありました。

  その結果、下記の通り、全社事業収益構造改革は着実に進展し、事業収益力を測る経常損益ベースでは連単ともに

期初予想を上回るかたちでの黒字化を達成し、3期振りに全事業セグメント揃って営業利益ベースでの黒字化を実現い

たしました。但し、当期純利益では、対前年度比では大幅改善となりましたが、中期的な業績改善を一層明確にすべ

く各種特別損失の計上を断行したことから、単体ベースでの黒字化は確保したものの、連結ベースでは小幅赤字に止

まりました。

  また同時に、営業キャッシュフローの回復（対前年度比41億94百万円良化）と併せて前年度末にかけて毀損した自

己資本の回復に資する「第一回無担保転換社債型新株予約権付社債」１５億円と「第１回新株予約権」８０万株を当

年度央にかけて発行し、期中に全て権利行使が実現したことで、自己資本の回復も急速に進めることが出来ました。

  

  こうした状況下、当期における事業内容・業績の特徴を敷衍しますと、

① チケット事業におきましては、「電子チケット事業」の想定以上の拡大により、音楽、スポーツ等を中心に全ジャ

ンルでチケット販売売上が高伸（対前年度比118.2%）するとともに、＠ぴあ会員の順調な拡大（平成17年3月末122万

人、平成18年3月末215万人）とインターネット販売比率も30%近くまで急速な上昇をみております（前年度19.9%　当

年度29.0%）。

この結果、チケット事業は、増収効果に加え、システムコスト削減とインターネット販売売上の好伸等による収益率

改善効果により、売上高824億72百万円（対前年度比117.3％）、営業利益12億59百万円（同329.7％、対前年度比8億

77百万円良化）と対前年同期比大幅増収増益となり、営業利益率も1.5％と着実に改善し（前年度0.5％）、全社業績

改善を大きく牽引いたしました。

なお、この間、平成17年10月1日から、「株式会社サークルKサンクス」との業務提携により、「サークルK」全店（全

国26都道府県で3,013店舗、3月末現在、エリアフランチャイズを含む）での「チケットぴあ」取扱いを開始いたしま

した。一方、本年3月には、本年4月末をもって「セブン－イレブン」店舗でのチケット販売サービスを休止する旨発

表いたしましたが、その影響は軽微と見ております。

② 出版事業については、当期の業績改善のポイントとなる原価・経費削減の強力な推進と共に、将来のクロスメディ

ア型の出版事業展開を睨んだ「TVぴあ」編集発行権の新合弁会社への移管を進める中で、中期的な返本率改善に資す

る配本抑制策と発刊点数減及び不採算雑誌等のリストラクチャリングの断行を実施しました。この結果、売上高97億

31百万円（同89.4％）、営業利益は2期振りに4億15百万円の黒字（対前年度比6億43百万円良化）となりました。

③ 情報サービス他事業についても、モバイルコンテンツ事業の強化・収益化（各種ゲームコンテンツのリリース等）

を着実に進める一方、前期以降継続していたグルメぴあ事業のリストラクチャリングについて、連結子会社の「ぴあ

シティネット㈱」の譲渡（平成17年6月30日）も含め当中間期に完了いたしました（この結果、同関係会社の売却に伴

い連結調整勘定の残額の一括償却を１億12百万円計上いたしました）。また、けっこんぴあ事業に関しても、中部地

区の統合等リストラクチャリングを順次進めております。

この結果、売上高39億86百万円（同90.0％）、営業利益は2期振りに85百万円の黒字（対前年度比2億63百万円良化）

となりました。

④ 更に全社コーポレートコストにつきましても、昨年度以降のコスト削減効果が累積的に現れ、17億11百万円と対前
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年度比72百万円の縮減をみております。

⑤ 一方、次期以降の中期的な業績改善を一層明確なものにすべく、事業リストラクチャリング（貸倒引当金繰入額

181百万円/業務委託契約解約違約金85百万円/リース解約違約金25百万円）の断行、中期的なシステムコスト削減に直

結する次世代チケッティングシステムの開発推進と併せたシステム除却等（固定資産除却損211百万円）の実施、更に

は、投資有価証券等の保守的会計処理（投資有価証券評価損85百万円）も実施し、特別利益（データベース売却益116

百万円を含む合計282百万円）を上回る多額の特別損失（合計601百万円）の計上を行いました。

  

  以上の結果、当会計年度の連結業績では、売上高961億90百万円（対前年度比112.3％）、営業利益47百万円（対前

年度比18億56百万円良化）、経常利益35百万円（同18億76百万円良化）、当期純損失２億58百万円（同30億53百万円

良化）となり、単体業績では、単体売上高957億27百万円（対前年度比113.0％）、営業利益5億28百万円（対前年度

比15億円良化）、経常利益4億90百万円（同15億4百万円良化）、当期純利益68百万円（同26億37百万円良化）となり

ました。

 

ｂ.次期の見通し　　

　次年度（平成19年3月期）につきましては、上記のように、既存事業は3部門ともに当期は営業利益ベースで前年比

大幅増益の黒字化を実現いたしましたが、次期におきましても黒字収益構造を更に安定的に確実なものにし、収益力

の更なる向上を図り、グループ企業総体での安定的な黒字収益基調を形成して参りたいと考えております。加えて、

慎重な経営判断のもと戦略投資も視野に入れた中期的成長への対応も具体化し、ぴあグループ全体の成長エンジンを

加速させていきたいと考えております。

  

  もう少し具体的に事業展開を展望しますと、

① 順調な進展を見せている「電子チケットぴあ」事業戦略を、インターネット販売の伸長と順調に増加する＠ぴあ会

員向けエンタメサービスの強化を軸に一層強力に展開して行きます。更には、中期的にシステムコスト削減を確実な

ものとする次世代チケッティングシステム開発を原則減価償却費の範囲内で着実に推進して参ります。

② 出版事業では、当期断行した構造改革を、その成果を確実に獲得しつつ更に一段と進め黒字収益構造の定着を図っ

て参ります。

③ 情報サービス他事業では、新しいIT技術を背景にした新たな事業展開（当期業務提携等により設立されたブログ

№１ポータルサイトを目指す㈱Web2.0や、放送・携帯・雑誌の連携によるクロスメデイア型事業展開の推進を図る㈱

NANOぴあの事業本格化等）を、グループ企業群の一層の連動強化によって強力に推進して参ります。

④ 加えて、慎重な経営判断を踏まえつつ、東アジア地区のエンターテインメント市場拡大を睨んだ戦略投資として、

当期準備を進めてきた中国における出版＋チケットのビジネスモデルの具体化を目指して参ります。

 

  そして、以上のような施策を軸としたグループ経営の一段の強化により、当期未達成であった連結ベースの当期純

利益黒字化を確実に図って参ります。

  即ち、連結業績につきましては、連結売上高970億円（対前年度比100.8％）、連結経常利益１億円（同64百万円良

化）、連結当期純利益50百万円（同3億8百万円良化）と黒字転換を見込んでおります。一方、単体業績では、売上高

960億円（同100.3％）、経常利益2億円（同40.8％）、当期純利益1億円（同145.1％）を見込んでおります。

　また次年度（平成19年3月期）においては、上述のようなグループ総体の黒字収益構造の定着とキャッシュフローの

安定並びに中期的成長への加速を確認しつつ、安定配当へのファーストステップの可能性を模索して参りたいと考え

ております。
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(2）財政状態

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッ

シュ・フローでの34億51百万円の増加及び財務基盤強化を目的に、新株予約権付社債及び新株の発行による資金調達

（29億円）を実行した結果、前連結会計年度末と比べ48億62百万円増加し、当連結会計年度末には、106億38百万円

（前年同期比184.2％）となりました。

　当連結会計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）

　営業活動の結果得られた資金は、34億51百万円（対前年に比べ41億94百万円増加）となりました。これは、資金増

加要因の売上債権の減少及び仕入債務の増加によるものであります。　

（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、６億74百万円（前年同期比76.0％）となりました。主に、無形固定資産の取得に

よる支出（「電子チケット」事業のシステム開発等）子会社及び関係会社株式の取得による支出によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は、21億56百万円（前年同期比117.4％）となりました。これは、主に、新株予約権付

社債及び新株の発行による資金調達（29億円）によるものであります。

なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

第２９期

平成14年３月

第３０期

平成15年３月

第３１期

平成16年３月

第３２期

平成17年３月

第３３期

平成18年３月

自己資本比率 25.6% 23.8% 18.2% 5.6% 15.2%

時価ベースの自己資本比率 124.4% 68.3% 91.6% 82.4% 65.0%

債務償還年数 1.0年 1.4年 － － 1.4年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 22.7 213.7 － － 88.9

（注）自己資本比率：自己資本／総資産

　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　　　1.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　　　2.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済総数（自己株式控除後）により算出しております。

3.営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対

象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しており

ます。
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４．連結財務諸表等
(1) 連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年3月31日）
当連結会計年度

（平成18年3月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 5,876,035 10,738,793 4,862,758

２．受取手形及び売掛金  11,819,221 10,927,089 △892,132

３．たな卸資産 200,906 165,997 △34,908

４．繰延税金資産 174,639 174,589 △49

５．その他 662,160 643,076 △19,084

貸倒引当金 △82,000 △21,009 60,991

流動資産合計 18,650,963 77.4 22,628,537 81.7 3,977,574

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物及び構築物 68,570 61,680  

減価償却累計額 42,249 26,320 37,313 24,366 △1,954

(2）工具器具及び備品 221,490 128,523  

減価償却累計額 164,610 56,880 86,125 42,398 △14,482

(3）土地 6,240 6,240 －

有形固定資産合計 89,441 0.4 73,004 0.3 △16,436

２．無形固定資産  

(1）ソフトウェア 2,461,696 1,521,895 △939,800

(2）ソフトウェア仮勘
定

353,320 1,048,566 695,246

(3) 連結調整勘定 700,074 433,881 △266,193

(4）その他 83,827 76,949 △6,878

無形固定資産合計 3,598,918 14.9 3,081,293 11.1 △517,625

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 ※１ 923,226 598,197 △325,029

(2) 長期貸付金  － 256,927 256,927

(3）敷金保証金 547,649 499,488 △48,161

(4）繰延税金資産 168,392 178,699 10,306

(5）その他 184,395 626,826 442,431

貸倒引当金 △54,997 △261,366 △206,369

投資その他の資産合
計

1,768,667 7.3 1,898,772 6.9 130,104

固定資産合計 5,457,027 22.6 5,053,070 18.3 △403,956

資産合計 24,107,990 100.0 27,681,608 100.0 3,573,617
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前連結会計年度

（平成17年3月31日）
当連結会計年度

（平成18年3月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 13,720,691 15,949,321 2,228,630

２．１年内返済予定長期
借入金

320,000 320,000 －

３．未払金 1,123,296 830,619 △292,676

４．未払法人税等 51,517 38,784 △12,733

５．賞与引当金 194,856 162,567 △32,289

６．返品調整引当金 304,000 294,000 △10,000

７. 持分法適用に伴う負
　　債 

－ 108,800 108,800

８．その他 851,653 831,904 △19,749

流動負債合計 16,566,016 68.7 18,535,997 67.0 1,969,981

Ⅱ　固定負債  

１．社債 4,300,000 3,690,000 △610,000

２．長期借入金 1,000,000 680,000 △320,000

３．長期未払金 － 66,406 66,406

４．退職給付引当金 291,252 52,535 △238,717

５．役員退職慰労引当金 122,762 119,759 △3,003

６．預り営業保証金 365,190 236,020 △129,170

７．繰延税金負債 19,022 6,415 △12,607

固定負債合計 6,098,228 25.3 4,851,137 17.5
△1,247,09

1

負債合計 22,664,244 94.0 23,387,134 84.5 722,890

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 87,847 0.4 77,609 0.3 △10,237

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金  ※２ 1,979,882 8.2 3,475,358 12.5 1,495,476

Ⅱ　資本剰余金 2,431,514 10.1 1,933,825 7.0 △497,689

Ⅲ　利益剰余金 △3,014,968 △12.5 △1,138,146 △4.1 1,876,822

Ⅳ　為替換算調整勘定 －  △1,652 0.0 △1,652

Ⅴ　その他有価証券評価差
額金

19,572 0.1 8,522 0.0 △11,050

Ⅵ　自己株式  ※３ △60,102 △0.3 △61,043 △0.2 △940

資本合計 1,355,898 5.6 4,216,863 15.2 2,860,965

負債、少数株主持分及
び資本合計

  24,107,990 100.0  27,681,608 100.0 3,573,617
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(2) 連結損益計算書

  
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 85,624,876 100.0 96,190,263 100.0 10,565,386

Ⅱ　売上原価 75,615,300 88.3 85,195,988 88.6 9,580,687

売上総利益 10,009,575 11.7 10,994,274 11.4 984,698

返品調整引当金戻
入額

352,000  304,000  △48,000

返品調整引当金繰
入額

304,000  294,000  △10,000

差引売上総利益 10,057,575 11.8 11,004,274 11.4 946,698

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．荷造運送費 439,126 392,177  

２．宣伝販促費 975,310 754,343  

３．販売手数料 1,622,843 1,668,061  

４．貸倒引当金繰入額 58,814 7,077  

５．役員報酬 307,402 229,371  

６．給与手当及び賞与 3,825,505 3,637,296  

７．賞与引当金繰入額 175,094 152,486  

８．退職給付費用 209,694 244,230  

９．福利厚生費 550,211 419,084  

10．旅費交通費 175,631 204,895  

11．通信費 138,837 133,631  

12．賃借料 789,664 823,830  

13．業務委託費 1,336,752 934,155  

14．減価償却費 64,790 55,298  

15. 連結調整勘定償却額 188,548 256,518  

16．その他 1,007,799 11,866,029 13.9 1,043,906 10,956,366 11.3 △909,663

営業利益又は営業損
失(△)

△1,808,453 △2.1 47,908 0.1 1,856,362
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前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 5,017 1,811  

２．受取配当金 3,125 3,269  

３．持分法による投資利
益

8,841 23,024  

４．諸債務整理益 3,284 5,441  

５．その他 8,069 28,337 0.0 9,972 43,518 0.0 15,181

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 45,244 39,558  

２．社債発行費 15,228 13,560  

３．新株発行費 － 1,520  

４．その他 371 60,843 0.1 1,322 55,961 0.1 △4,882

経常利益又は経常損
失(△)

△1,840,960 △2.2 35,465 0.0 1,876,425

Ⅵ　特別利益  

　１．データベース売却益 － 116,127  

　２．投資有価証券売却益 48,135 28,326  

３．役員退職慰労引当金
戻入額

37,126 －  

４．社債買入消却益 － 22,600  

５．貸倒引当金戻入益 － 16,468  

６．退職給付制度変更益 － 98,622  

７．役員保険解約返戻金  6,014 91,275 0.1 － 282,144 0.3 190,869

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産除却損 ※１ 60,782 211,330  

２．固定資産売却損 － 8,129  

３．投資有価証券評価損 19,599 85,720  

４．貸倒引当金繰入額 － 181,215  

５．業務委託契約解約違
約金

18,165 85,928  

６．役員保険解約違約金 － 3,107  

７．リース解約違約金 － 98,547 0.1 25,072 600,503 0.6 501,956

税金等調整前当期純
損失

1,848,232 △2.2 282,893 △0.3 1,565,338

法人税、住民税及び
事業税

27,701 27,100  

法人税等調整額 1,553,476 1,581,178 1.8 △15,282 11,817 0.0 △1,569,360

少数株主損失(△) △117,578 △0.1 △36,412 △0.0 81,165

当期純損失 3,311,832 △3.9 258,298 △0.3 3,053,533
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(3) 連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 2,431,514 2,431,514

Ⅱ　資本剰余金増加高

　１．新株予約権付社債の株式
への転換

－ － 749,801  

　２．新株予約権の行使による
新株の発行

－ － 745,088 1,494,889

Ⅲ　資本剰余金減少高　     

　１．資本準備金取崩額 － － 1,992,579 1,992,579

Ⅳ　資本剰余金期末残高 2,431,514 1,933,825

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 359,058 △3,014,968

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．資本準備金取崩額 －  1,992,579  

２．連結子会社減少による増
加

－ － 142,542 2,135,121

Ⅲ　利益剰余金減少高     

１．当期純損失 3,311,832  258,298  

２．配当金 62,194 3,374,027 － 258,298

Ⅳ　利益剰余金期末残高 △3,014,968 △1,138,146
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税金等調整前当期純損
失（△）

△1,848,232 △282,893 1,565,338

減価償却費 903,082 868,226 △34,855

新株発行費 － 1,520 1,520

社債発行費 15,228 13,560 △1,667

連結調整勘定償却額 188,548 256,518 67,969

退職給付引当金の増減
額（△：減少）

△11,196 △238,717 △227,520

役員退職慰労引当金の
増減額（△：減少）

△37,126 － 37,126

貸倒引当金の増加額 2,995 145,697 142,701

返品調整引当金の増減
額（△：減少）

△48,000 △10,000 38,000

受取利息及び受取配当
金

△8,142 △5,080 3,061

支払利息 45,244 39,558 △5,686

投資有価証券評価損 19,599 85,720 66,120

投資有価証券売却益 △48,135 △28,326 19,808

有形固定資産売却損 － 8,129 8,129

固定資産除却損 60,782 211,330 150,547

社債買入消却益 － △22,600 △22,600

持分法による投資利益 △8,841 △23,024 △14,183

売上債権の減少額 15,352 742,532 727,179

たな卸資産の減少額 14,072 34,701 20,628

仕入債務の増減額
（△：減少）

△57,417 2,312,219 2,369,637

未払金の増減額
（△：減少）

83,329 △314,454 △397,784

その他 78,507 △278,819 △357,327

小計 △640,347 3,515,797 4,156,145
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前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

利息及び配当金の受取
額

8,892 5,832 △3,060

利息の支払額 △45,260 △38,841 6,418

役員退職慰労金の支払
額

－ △3,003 △3,003

アウトソーシング契約
解約違約金

△112,009 － 112,009

リース解約違約金 △3,927 － 3,927

法人税等の支払額 △21,174 △28,647 △7,473

法人税等の還付額 70,613 － △70,613

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△743,214 3,451,136 4,194,351
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前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期貸付金の返済によ
る収入 

50,000 － △50,000

短期貸付金の貸付によ
る支出

△50,000 － 50,000

有形固定資産の取得に
よる支出

△4,197 △15,645 △11,447

無形固定資産の取得に
よる支出

△621,367 △782,597 △161,230

子会社株式取得による
支出

△112,776 △53,400 59,376

関係会社株式取得によ
る支出

－ △91,200 △91,200

投資有価証券の売却に
よる収入

67,935 297,904 229,969

投資有価証券の取得に
よる支出

△184,500 △26,625 157,875

その他 △32,302 △3,097 29,204

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△887,207 △674,660 212,546
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前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入金の純増減額
（△：減少）

△905,000 － 905,000

長期借入れによる収入 800,000 － △800,000

長期借入金の返済によ
る支出

△280,000 △320,000 △40,000

社債の発行による収入  ※３ 2,284,772 1,486,439 △798,332

新株予約権の行使によ
る収入 

 ※３ － 1,488,845 1,488,845

社債の償還による支出 － △587,400 △587,400

自己株式の取得による
支出 

△326 △940 △614

連結子会社の株式発行
による収入 

－ 90,000 90,000

配当金の支払額 △62,194 － 62,194

少数株主への配当金の
支払額

△750 △750 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

1,836,500 2,156,194 319,693

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加額(△：減少)

206,078 4,932,670 4,726,591

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

5,569,956 5,776,035 206,078

Ⅵ　連結除外に伴う現金及び
現金同等物の減少額

 － △69,911 △69,911

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

※１ 5,776,035 10,638,793 4,862,758
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自　平成16年4月１日
　至　平成17年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年4月１日
　至　平成18年3月31日)

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　６社

　主要な連結子会社名は、「１. 企業集団

の状況(2)当社グループの事業の系統図」

に記載しているため、省略しております。

ぴあデジタルライフライン㈱については、

当連結会計期間において、ぴあデジタルコ

ミュニケーションズ㈱と合併いたしました。

連結子会社の数　７社

　主要な連結子会社名は、「１. 企業集団

の状況(2)当社グループの事業の系統図」

に記載しているため、省略しております。

なお、ぴあインターナショナル㈱及びぴあ

アジアパシフィック㈱については、当連結

会計期間において新たに設立したため、連

結の範囲に含めております。

なお、前連結会計年度において連結子会社

でありましたぴあシティ・ネット㈱につい

ては全ての株式を売却したため、連結の範

囲から除いております。ただし、売却日ま

での損益計算書及びキャッシュフロー計算

書ならびに剰余金計算書は連結しておりま

す。

また、ぴあデジタルマップ㈱は、けっこん

ぴあ㈱に、㈱グルメぴあは、ぴあモバイル

㈱に、それぞれ商号を変更いたしました。

２．持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用の関連会社数

１社

　主要な会社名

　チケットぴあ名古屋（株）

(1) 持分法適用の関連会社数

２社

　主要な会社名

　チケットぴあ名古屋（株）

　(株)ＮＡＮＯぴあ

　なお、㈱ＮＡＮＯぴあについては、新た

に株式を取得したことから、当連結会計年

度より持分法適用の関連会社に含めており

ます。　

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成16年4月１日
　至　平成17年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年4月１日
　至　平成18年3月31日)

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ　有価証券

(イ）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）

イ　有価証券

(イ）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

ロ　デリバティブ

　金利スワップ契約については、特例処

理の要件を満たすため時価評価せず、そ

の金銭の受払の純額を金利変換の対価と

なる負債に係る利息に加減して処理して

おります。

ロ　デリバティブ

同左

ハ　たな卸資産

(1）製品及び商品

　総平均法に基づく原価法

ハ　たな卸資産

同左

(2）仕掛品

　総平均法に基づく原価法

(3）貯蔵品

　総平均法に基づく原価法

(2)重要な減価償却資産の減

価償却の方法

イ　有形固定資産

　定率法

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

イ　有形固定資産

　　　　　　　同左

 

建物及び構築物 3～50年

工具器具及び備品 2～10年

ロ　無形固定資産

　定額法

　なお、自社利用のソフトウエアについ

ては社内における利用可能期間（３～５

年）に基づく定額法によっております。

ロ　無形固定資産

　　　　　　　同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成16年4月１日
　至　平成17年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年4月１日
　至　平成18年3月31日)

(3)重要な引当金の計上基準 イ　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、回収不能見込

額を計上しております。

イ　貸倒引当金

　　　　　　　同左

ロ　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額を計上しております。

ロ　賞与引当金

同左

ハ　返品調整引当金

　製品の返品による損失に備えるため、

法人税法の規定に基づく繰入限度相当額

（売掛金基準）のほか、内容により個別

に必要と認められる額を計上しておりま

す。

ハ　返品調整引当金

同左

ニ　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計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。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度

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（10年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理することと

しております。

 

ニ　退職給付引当金

　　　　　　　　 同左　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (追加情報)

   親会社は、確定拠出年金法の施行に伴

 い、平成18年３月に退職一時金制度の一

 部について確定拠出年金制度へ移行し、

「退職給付制度間の移行等に関する会計

 処理」(企業会計基準適用指針第１号)を

 適用しております。

　 本移行に伴う影響額は、特別利益とし

 て98百万円計上しております。

ホ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

親会社は役員退職慰労金内規に基づく期

末要支給額を計上しております。

ホ　役員退職慰労引当金

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成16年4月１日
　至　平成17年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年4月１日
　至　平成18年3月31日)

(4)重要なリース取引の処理

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

(5)重要なヘッジ会計の方法 イ　ヘッジ会計方法

　金利スワップ取引については、特例処

理の要件を満たすものについては、特例

処理によっております。

イ　ヘッジ会計方法

同左

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段：金利スワップ

　ヘッジ対象：借入金利息

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ハ　ヘッジ方針

　財務活動に係る金利リスクをヘッジす

る目的でデリバディブ取引を行っており

ます。

ハ　ヘッジ方針

同左

 ニ　ヘッジ有効性評価の確認

　金利スワップ取引については、特例処

理の要件に該当するかの判断をもって、

ヘッジ有効性の評価に代えております。

ニ　ヘッジ有効性評価の確認

同左

(6)その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

イ　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

イ　消費税等の会計処理

　　　　　　　同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法によっております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定は、５年間で均等償却する

こととしております。

　ただし、金額が僅少な場合は発生した期

の損益として処理しております。

同左

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分または損失処理について、連結会計年度

中に確定した利益処分または損失処理に基

づいて作成しております。

同左

８．連結キャッシュ・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満期日ま

たは償還日までの期間が３ケ月以内の短期

投資からなっております。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
(自　平成16年4月１日
　至　平成17年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年4月１日
　至　平成18年3月31日)

─────── （固定資産の減損に係る会計基準）

当連結会計年度より、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」（企業会計基準適用指針第

６号　平成15年10月31日）を適用しております。これによ

る損益に与える影響はありません。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年3月31日）

当連結会計年度
（平成18年3月31日）

※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 84,043千円 投資有価証券（株式） 106,318千円

※２　当社の発行済株式総数は、普通株式8,314,352株で

　　あります。

※３　当社が保有する自己株式の数は、普通株式　　　

　　21,816株であります。

※２　当社の発行済株式総数は、普通株式9,917,613株で

　　あります。

※３　当社が保有する自己株式の数は、普通株式　　　

　　22,277株であります。

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成16年4月１日
　至　平成17年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年4月１日
　至　平成18年3月31日)

※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。　

　　ソフトウェア　　　　　　         58,971千円

　　　建物及び構築物　　　　　　　　　　1,231千円　

　　　工具器具及び備品　                  579千円

※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。　

　　ソフトウェア　　　　　　        208,273千円

　　　建物及び構築物　　　　　　　　    2,346千円　

　　　工具器具及び備品　                  710千円

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成16年4月１日
　至　平成17年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年4月１日
　至　平成18年3月31日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表　

　に記載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連結貸借対照表　

　に記載されている科目の金額との関係

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 5,876,035千円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 100,000千円

現金及び現金同等物 5,776,035千円

現金及び預金勘定 10,738,793千円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 100,000千円

現金及び現金同等物 10,638,793千円

─────── ※２　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

　　連結除外時の資産及び負債の主な内訳は、次のとお　

　りであります。

流動資産 241,479千円

固定資産 41,112千円

資産合計 282,591千円

流動負債 168,206千円

固定負債 256,927千円

負債合計 425,133千円

─────── ※３　重要な非資金取引の内容

　(1)新株予約権付社債の株式への転換　 

新株予約権の行使による資本金増加

額

750,198千円

新株予約権の行使による資本準備金

増加額

749,801千円

新株予約権の行使による新株予約権

付社債減少額

1,500,000千円

　(2)連結除外により連結グループ外部に対する長期貸　

　　 付金へ振替えた金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　256,927千円
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①　リース取引

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31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

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

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）

工具器具及び
備品

1,521,471 886,302 635,169

合計 1,521,471 886,302 635,169

 
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）

工具器具及び
備品

903,909 563,153 340,756

合計 903,909 563,153 340,756

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 300,198千円

１年超 356,909千円

合計 657,108千円

１年内 175,960千円

１年超 175,135千円

合計 351,095千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 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 384,375千円

減価償却費相当額 361,031千円

支払利息相当額 19,945千円

支払リース料 289,940千円

減価償却費相当額 269,948千円

支払利息相当額 12,426千円

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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②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

取得原価

（千円）

連結貸借対照

表計上額

（千円）

差額（千円）
取得原価

（千円）

連結貸借対照

表計上額

（千円）

差額（千円）

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

るもの

(1）株式 18,460 51,461 33,001 9,904 24,274 14,370

(2）債券

①　国債・地方債

等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 18,460 51,461 33,001 9,904 24,274 14,370

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

ないもの

(1）株式 － － － － － －

(2）債券

①　国債・地方債

等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

合計 18,460 51,461 33,001 9,904 24,274 14,370

　　(注)　　減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には減損処理を行い、30

～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

67 48 － 297 28 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

(1)その他有価証券

非上場株式

（店頭売買株式を除く）
787,720 467,605

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

　　　　該当事項はありません。
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③　デリバティブ取引

　前連結会計年度は、当社グループは、ヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。

　当連結会計年度は、当社グループは、ヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。

④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、確定給付型の制度として適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。また、

総合設立型の厚生年金基金に加入しておりますが、自社の拠出に対する年金資産の額が合理的に計算できない

ため、退職給付債務の計算に含めておりません。

　なお、親会社は確定拠出年金法の施行に伴い、平成18年３月に退職一時金制度について一部確定拠出年金制

度へ移行致しました。

２．退職給付債務に関する事項

  
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

 

(1)退職給付債務（千円） △869,956 △689,050

(2)年金資産（千円） 544,137 570,416

(3)未積立退職給付債務(1)＋(2)（千円） △325,819 △118,633

(4)未認識数理計算上の差異（千円） 34,566 66,098

(5)退職給付引当金（千円） △291,252 △52,535

(注)　1.　一部の子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を適用しております。

　2.　当連結会計年度における親会社の退職一時金制度の確定拠出年金制度への一部移行に伴う影響額は次

　　　　　の通りであります。

退職給付債務の減少　　　　　　　　　　　　　　　　　 186,730千円

未認識数理計算上の差異　　　　　　　　　　　　　　    44,705千円 

退職給付引当金の減少　　　　　　　　　　　　　　　　 231,436千円

　　　当連結会計年度における退職一時金制度から確定拠出年金制度への資産移管額は132,813千円であり、当連

結会計年度から４年間で移管する予定であります。当連結会計年度末時点での未移管額99,610千円は「未払

金」および「長期未払金」に含めて表示してあります。 
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３．退職給付費用に関する事項

 
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

(1)勤務費用（千円） 72,703 68,109

(2)利息費用（千円） 17,166 16,941

(3)期待運用収益（減算）（千円） 7,846 8,162

(4)数理計算上の差異の費用処理額（千円） 4,534 5,118

(5)確定拠出年金掛金（千円） － 962

(6)退職給付費用 86,557 82,969

(7)確定拠出年金制度への移行に伴う利益(千円) － 98,622

 計 86,557 △15,653

　1.　上記退職給付費用のほか、総合設立型の厚生年金基金への拠出額があり、金額は以下のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前連結会計年度　　　　　当連結会計年度

　厚生年金基金への掛金拠出額　　　　　　　　　　　　　156,461千円　　　　　　　197,807千円

2.　総合設立型の厚生年金基金の年金資産の総額及び掛金拠出比で計算した当社グループの年金資産の額は以

　下のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 前連結会計年度　　　　　当連結会計年度

　　年金資産総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　 98,480,794千円　    　 120,232,535千円

　　掛金拠出比で計算した当社グループの年金資産の額　  2,255,326千円           2,736,525千円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

(1)割引率（％） 2.0 2.0

(2)期待運用収益率（％） 1.5 1.5

(3)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

(4)数理計算上の差異の処理年数 翌連結会計年度から10年 翌連結会計年度から10年
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⑤　税効果会計

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

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

＜繰延税金資産＞ （千円）

未払事業税 13,057

賞与引当金損金算入限度超過額 78,493

退職給付引当金損金算入限度超過額 124,009

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 49,952

減価償却費損金算入限度超過額 199,498

投資有価証券評価損否認 32,389

貸倒引当金損金算入限度超過額 20,372

税務上の繰越欠損金 2,361,788

未実現損益 61,322

その他 21,866

繰延税金資産小計 2,962,751

評価性引当額 △2,616,862

繰延税金資産合計 345,889

＜繰延税金負債＞ （千円）

特別償却準備金 △5,594

その他 △16,284

繰延税金負債合計 △21,879

繰延税金資産の純額 324,009

＜繰延税金資産＞ （千円）

未払事業税 8,861

賞与引当金損金算入限度超過額 65,465

退職給付引当金損金算入限度超過額 21,223

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 48,730

減価償却費損金算入限度超過額 148,214

投資有価証券評価損否認 67,268

貸倒引当金損金算入限度超過額 114,909

税務上の繰越欠損金 605,169

未実現損益 130,495

その他 1,651,994

繰延税金資産小計 2,862,332

評価性引当額 △2,509,043

繰延税金資産合計 353,289

＜繰延税金負債＞ （千円）

特別償却準備金 △568

その他 △5,847

繰延税金負債合計 △6,415

繰延税金資産の純額 346,873

（注）繰延税金資産及び繰越税金負債は、連結貸借対照表

の以下の項目に含まれております。

（注）繰延税金資産及び繰越税金負債は、連結貸借対照表

の以下の項目に含まれております。

（千円）

流動資産－繰延税金資産 174,639

固定資産－繰延税金資産 168,392

固定負債－繰延税金負債 19,022

（千円）

流動資産－繰延税金資産 174,589

固定資産－繰延税金資産 178,699

固定負債－繰延税金負債 6,415

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

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

当期純損失が計上されているため記載しておりま

せん。

                 同左
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⑥　セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

 
チケット事
業（千円）

出版事業
（千円）

情報サービ
ス他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 70,311,580 10,884,073 4,429,223 85,624,876 － 85,624,876

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
19,982 31,842 13,717 65,541 (65,541) －

計 70,331,562 10,915,915 4,442,940 85,690,418 (65,541) 85,624,876

営業費用 69,949,713 11,143,784 4,621,307 85,714,805 1,718,525 87,433,330

営業利益(又は営業損失) 381,849 △227,869 △178,367 △24,387 (1,784,066) △1,808,453

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 8,339,776 5,527,802 5,670,994 19,538,573 4,569,417 24,107,990

減価償却費 640,296 81,097 180,489 901,884 1,198 903,082

資本的支出 659,258 319 82,832 742,411 － 742,411

　（注）　１．事業区分の方法

事業は、製品等の種類、性質及び販売方法の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品及び役務

(1）チケット事業…オンラインチケット販売関連事業

(2）出版事業…雑誌、書籍、ムックス

(3)情報サービス他事業…ネット関連及び新規事業

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,784,066千円であり、その主

なものは連結財務諸表提出会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、4,575,790千円であり、その主なものは連結

財務諸表提出会社での余資運用資金（現金及び預金等）及び管理部門に係る資産等であります。
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当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
チケット事
業（千円）

出版事業
（千円）

情報サービ
ス他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 82,472,330 9,731,301 3,986,630 96,190,263 － 96,190,263

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
11,024 263 95,904 107,191 (107,191) －

計 82,483,354 9,731,564 4,082,535 96,297,455 (107,191) 96,190,263

営業費用 81,224,206 9,316,116 3,997,295 94,537,618 1,604,736 96,142,354

営業利益 1,259,148 415,447 85,240 1,759,836 (1,711,928) 47,908

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 10,188,026 4,839,998 3,704,348 18,732,373 8,949,234 27,681,608

減価償却費 652,137 54,547 159,967 866,651 1,574 868,226

資本的支出 803,566 25,680 7,698 836,944 3,298 840,243

　（注）　１．事業区分の方法

事業は、製品等の種類、性質及び販売方法の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品及び役務

(1）チケット事業…オンラインチケット販売関連事業

(2）出版事業…雑誌、書籍、ムックス

(3)情報サービス他事業…ネット関連及び新規事業

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,711,928千円であり、その主

なものは連結財務諸表提出会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、8,950,284千円であり、その主なものは連結

財務諸表提出会社での余資運用資金（現金及び預金等）及び管理部門に係る資産等であります。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

(1）子会社等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
（名）

事業上の関
係

関連会社
チケットぴ

あ名古屋㈱

名古屋市

東区
100,000

興行チケッ

トの仕入れ

(所有)

直接25.0
役員４

中部地方に

おける興行

チケットの

仕入れ委託

興行チケッ

トの仕入れ
4,927,801 買掛金 448,555

　（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．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。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

(1）子会社等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
（名）

事業上の関
係

関連会社
チケットぴ

あ名古屋㈱

名古屋市

東区
100,000

興行チケッ

トの仕入れ

(所有)

直接25.0
役員４

中部地方に

おける興行

チケットの

仕入れ委託

興行チケッ

トの仕入れ
5,834,837 買掛金 538,277

　（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．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。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

１株当たり純資産額    163円51銭

１株当たり当期純損失金額    399円37銭

１株当たり純資産額       426円15銭

１株当たり当期純損失金額       29円27銭

　なお、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。 

　なお、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。 

　（注）　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純損失（千円） 3,311,832 258,298

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 3,311,832 258,298

普通株式の期中平均株式数（株） 8,292,550 8,825,115

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

 (1）生産実績

　当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメント別
当連結会計年度

(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

前年同期比（％）

チケット事業（千円） － －

出版事業（千円） 7,197,496 85.8

情報サービス他事業（千円） － －

合計（千円） 7,197,496 85.8

（注）１．金額はセグメント間の内部振替前の数値によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）商品仕入実績

　当連結会計年度の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメント別
当連結会計年度

(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

前年同期比（％）

チケット事業（千円） 70,328,141 117.8

出版事業（千円） 100,316 32.2

情報サービス他事業（千円） 491,858 411.6

合計（千円） 70,920,317 117.9

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

　当社グループ（当社及び連結子会社）は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。
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(4）販売実績

　当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメント別
当連結会計年度

(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

前年同期比（％）

チケット事業（千円） 82,472,330 117.3

出版事業（千円） 9,731,301 89.4

情報サービス他事業（千円） 3,986,630 90.0

合計（千円） 96,190,263 112.3

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．最近２連結会計年度の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は次のとおりで

あります。

相手先

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

㈱ファミマ・ドット・コム 13,404,870 15.7 12,998,571 13.5

（注）　本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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