
 

 1

平成 19 年 ２ 月期   中間決算短信（非連結）  平成18年10月11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 野 林 定 行 
問合せ先責任者 役職名 取締役財務経理室長  氏名 小 山   誠   ＴＥＬ（０３）６７３０－２２００ 
決算取締役会開催日  平成18年10月11日           配当支払開始日  平成18年11月13日 

単元株制度採用の有無 無 

親会社等の名称  株式会社ローソン（コード番号：２６５１） 親会社等における当社の議決権所有比率 50.8％ 
 
１．平成18年８月中間期の業績（平成18年３月１日～平成18年８月31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８月中間期 
17年８月中間期 

百万円  ％ 
28,597 （   4.7） 
27,320 （△ 2.6） 

百万円  ％ 
3,197 （△ 0.1） 
3,198 （△ 0.9） 

百万円  ％ 
501 （  18.6） 
422 （△ 5.0） 

百万円  ％ 
515 （  19.6） 
430 （△ 3.4） 

18年２月期 53,027 6,258 821 843 

 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 
18年８月中間期 
17年８月中間期 

百万円  ％ 
301 （ 16.5） 
258 （  0.6） 

円  銭 
5,482  99 
4,705  07 

円  銭 
     － 
     － 

18年２月期 487 8,869  28      － 
(注)①持分法投資損益 18年８月中間期 －百万円  17年８月中間期 －百万円  18年２月期 －百万円 

②期中平均株式数 18年８月中間期 55,000株  17年８月中間期 55,000株  18年２月期 55,000株 
③会計処理の方法の変更  無 
④チケット取扱高、営業収入、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 
(2) 財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 
18年８月中間期 
17年８月中間期 

百万円 
14,153 
15,393 

百万円 
5,743 
5,270 

％ 
40.6 
34.2 

円  銭 
104,422  79 
95,820  61 

18年２月期 12,417 5,469 44.0 99,447  79 
(注)①期末発行済株式数  18年８月中間期 55,000株  17年８月中間期 55,000株  18年２月期 55,000株 

②期末自己株式数   18年８月中間期   －株  17年８月中間期   －株  18年２月期   －株 
 
(3) 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８月中間期 
17年８月中間期 

百万円 
2,264 
3,516 

百万円 
△ 1,588 
△ 4,307 

百万円 
△ 27 

－ 

百万円 
5,698 
8,429 

18年２月期 133 △ 4,276 △ 27 5,050 
 
２．平成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） 

 チケット取扱高 営業収入 経常利益 当期純利益 

 
通 期 

百万円 
55,100 

百万円 
6,757 

百万円 
855 

百万円 
500 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 9,090円91銭 
 
３．配当状況 
・現金配当 １株当たり配当金（円）  

 中間期末 期末 年間 

18年２月期 500.00 500.00 1,000.00 

19年２月期（実績） 1,500.00 ――――― 

19年２月期（予想） ――――― 1,500.00 
3,000.00 

 

 
※ 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、7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 

当社は創業15周年を迎えるにあたり、時代における価値観が「量から質」・「物の充足から心の充足」へと変

化している状況を踏まえ、「私たちは、エンタテインメントの掛け橋となり、より多くの人と感動のステージを

共有することを喜びとします」を新たな企業理念とし、一層の業績向上を目指してまいります。 

当社は、いつでも、どこでも、だれにでも簡単にチケットが入手できる環境作りを心がけ、より多くの皆様に

気軽にエンタテインメントを楽しんでもらいたいと考えております。ライブを中心とした幅広い品揃えを行い、

ユニークな情報発信によって潤いのある暮らし方の提案を行ってまいります。 

具体的な行動指針として 

１．お客様への想いを第一にしていますか。 

１．常に感動創造にチャレンジしていますか。 

１．ありがとうと言われる仕事になりましたか。 

の３つを自らに問いかけながら、上記企業理念の実現に向けた施策に取組み、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エンタテインメントの総合ポータルサイトを目指してまい

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。当期から、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ることといたしました。 

上記方針に基づき当期につきましては、１株につき1,500円の中間配当を行い、期末配当金につきましても

1,500円とし、年間配当金を3,000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。 

 

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。 

①Ｊ-ＰＯＰ分野で蓄積されたノウハウとインフラの活用 
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②演劇、クラシック等の高年齢層商材取扱い拡大のためのインフラ作り 

③ご利用いただけるお客様の層の拡大を目的とした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、お客様とお取引先様の満足度や利便性の向上を追及してま

いります。 

  

 （３）新規事業の構築 

お取引先様と共同で新たな「感動」を創造する事業、また、お取引先様の事業拡大や事業運営費低減に繋

がる支援事業の構築と拡大に取組んでまいります。なお、当該取組みは、当社が提供できるコンテンツの拡

充にも繋がるものと確信しております。 

 

（４）エンタテインメント市場拡大への取組み 

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、お客様やお取引様と共同

して、エンタテインメント市場の拡大へ取組んでまいります。 

  

５．対処すべき課題 

当社は、当社の企業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）企業風土の革新と定着 

新たな企業理念の実現のために、さまざまな教育や研修の実施と経営者層をはじめとする管理職層の意

識・行動の変革をもって、行動指針に定める「お客様への想いを第一にして、常に感動創造にチャレンジし、

ありがとうと言われるような内容でやり遂げる。」風土の構築と定着に努めてまいります。 

 

（２）お客様の拡大と定着 

より多くの皆様と「感動」を共有するためには、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

の向上やお問合せ対応等の間接サービスの充実に努め、お客様の層の拡大を含めたご利用者数とご利用頻度

の向上を図ってまいります。 

 

（３）お取引先様の拡大と絆の強化 

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、新たなお取引先様も喜んでコンテンツを提供していただけるような企

業を目指してまいります。 
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（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、今後も、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

盗難防止対策等の強化と拡充に努めてまいります。 

 

（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、チケット販売事業の拡大及び利益率向上と広告営業やアーティスト関連グッ

ズ販売をはじめとするその他事業の事業フレームの再構築と強化、さらに、新規事業の構築・拡大に取組む

ことにより、企業収益の安定化を図ってまいります。 

 

６．親会社等に関する事項 
（１）親会社等の商号等 

（平成18年８月31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会社の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８月31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79.8％、当中間期83.1％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。 



200608_中間決算短信[2]最終.docファイル名:200608_中間決算短信[2]最終.doc 更新日時:2006/10/10 13:31 印刷日時:06/10/11 10:35 

 
 
 

6

 経営成績及び財政状態 

１．経営成績 

当中間期におけるわが国経済は、原油の高騰や米国経済の減速などの影響が懸念される中、引続き好調な企業

収益を背景にして、設備投資が拡大するとともに所得・雇用環境の改善により個人消費が堅調さを維持するなど、

景気回復基調にて推移してまいりました。 

 

このような状況の中で当社は、平成18年３月に「公益通報者の保護」と「会社の法令遵守」を目的に「内部通

報制度」を新設するとともに、５月には「内部統制システムの基本方針」を定めるなど、業務の適正を確保する

ことを目的とした体制整備に努めてまいりました。さらに、７月には地域オフィスのレポートラインの明確化や

営業本部内のスタッフ機能の充実を目的にした組織変更を行うなど、マネジメント力の強化にも取組んでまいり

ました。また一方では、お客様からのお問合せ電話の受電率を向上させるため、Ｖポータルダイレクト（音声に

よる情報提供システム）の運用方法のさらなる改善やコールセンターの人員体制の充実を図るなど、ＣＳ（お客

様満足）向上へ向けた取組みも行ってまいりました。 

 

営業面におきましては、「チケット＋α」事業としまして、コンサート興行では「チケット＋旅行」に興行主

催者との共同制作グッズの公演会場販売を組み合せ、映画興行では「前売鑑賞券＋文庫本＋限定ＤＶＤ」などさ

まざまな「チケット＋興行関連グッズ」を販売するなど、「＋α」の拡大を図ってまいりました。 

また、プロ野球及びＪリーグチケットの購入がより簡単に行えるよう、ローソン各店舗に設置された「Ｌｏｐ

ｐｉ」と「ローソンチケット・モバイル」におけるチケット購入画面遷移を一新するとともに、「ローソンチケ

ット・モバイル」では試合速報の配信を開始するなど、お客様の利便性の向上に取組んでまいりました。 

 

チケット販売事業におきましては、チケット取扱高が285億円となり前中間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「ＴＨＥ 夢人島Ｆｅｓ．２００６」、「ＳＵＭ

ＭＥＲ ＳＯＮＩＣ ２００６」などの大型公演の販売がありましたものの、前中間実績を若干上回る取扱高に

とどまりました。一方、スポーツでは、プロ野球及びＪリーグの販売が好調に推移したことに加え、前期末に亀

田兄弟が所属する株式会社協栄ボクシングと年間契約を締結しボクシングの取扱いを開始したことなどにより、

チケット取扱高の拡大に寄与いたしました。また、イベントでは、夏のイベントにおける独占販売の獲得や「三

鷹の森ジブリ美術館」の販売において毎月発売初日のオペレーターによる電話受付体制の充実などにより、取扱

高を伸ばすことができました。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2,423,777千

円（前年同期比 6.1％増）となりました。 

 

その他事業におきましては、広告収入関連でアフィリエイト広告の拡販やＷｅｂ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、映画興行で自主企画

商品の劇場販売を行ったり、興行関連グッズの制作を請負うなど、販路の拡大と利益率の向上に取組んでまいり

ましたものの、話題となる興行関連グッズが少なく、取扱高は前中間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773,411千円（前年同期比 

15.4％減）となりました。 
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以上の結果、当中間期の営業収入は、3,197,189千円（前年同期比 0.1％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、515,124千円（前年同期比 19.6％増）となり、

当中間純利益は301,564千円（前年同期比 16.5％増）となりました。 

 

 当中間会計期間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） 

前中間会計期間 当中間会計期間  

事 業 の 種 類 別 自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日 

自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日 
増 減 率 

チ ケ ッ ト 販 売 収 入 2,284,937 2,423,777 ＋6.1% 

そ の 他 の 収 入 913,923 773,411 △15.4% 

合 計 3,198,861 3,197,189 △0.1% 

(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

入は広告営業収入、アーティスト関連グッズ販売収入等であります。 

 

２．財政状態 

当中間期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前中間期末と比べ2,730,383千円減少し、

5,698,717千円となりました。当中間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2,264,005千円（前年同期比 35.6％減）となりました。これは主に、税引前

中間純利益が516,363千円となり、チケット販売等に係る営業未収入金が減少し営業未払金が増加したことによ

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1,588,089千円（前年同期比 63.1％減）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27,333千円（前年同期発生なし）となりました。これは、配当金の支払いに

よるものです。 

 

３．通期の見通し 

今後の当社を取り巻く経済環境は、好調な企業収益を背景に、引続き増加する設備投資と堅調な個人消費によ

り緩やかな拡大基調にて推移するものと期待しておりますが、海外経済動向や原油価格等の不安要素を抱える中

で、なお予断を許さない状況が続くものと想定しております。 

このような状況の中で当社は、新たな企業理念の下で、お客様からのお問合せ電話受電率の向上や「ｗｉｔｈ 

Ｌｏｐｐｉ」誌においてお客様の声を取り入れた誌面作りを行っていくなど、ＣＳ（お客様満足）向上への取組

みや当社会員サービスの充実による会員数の増加などに努めることにより、収益力の強化を図ってまいります。 

チケット事業におきましては、既に取扱いが決定している大型公演の販売はもちろんのこと、取扱う公演の販
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売を万全の体制で成功させるとともに、異業種企業との業務提携の推進や深耕による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に取組んでまいります。 

その他事業におきましては、広告営業ではＷｅｂ広告の拡販に努めるとともに、アーティスト関連グッズ販売

では既に仕掛かり中の企画の完遂と、お取引先様への積極的な企画提案による自主企画商品の拡大を図り、実績

へ結びつけてまいります。 

 

以上により、通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、当中間決算短信発表日（平成18年10月11日）現在において当社が判

断したものであります。 

 

（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
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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。 

 

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８月31日現在の従業員の平均勤続年数は3.8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８月31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79.8％、当中間期83.1％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
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用料が当社の営業収入に占める割合は、前期12.6％、当中間期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８月31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

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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中間財務諸表等 

 中間貸借対照表 

(単位：千円) 

  
前中間会計期間末 

平成17年８月31日 

当中間会計期間末 

平成18年８月31日 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

平成18年２月28日 

区 分 
注記 

番号 
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 

(資産の部)   ％  ％  ％ 

Ⅰ 流動資産        

 １ 現金及び預金  8,429,100  4,399,376  5,050,134  

 ２ 営業未収入金  2,026,438  2,091,426  2,444,110  

 ３ 有価証券  3,384,784  6,196,429  3,640,101  

 ４ 商品  9,052  5,174  3,381  

 ５ 制作品  2,303  1,425  2,752  

 ６ その他  122,822  215,772  241,607  

   貸倒引当金  △329  △132  △339  

   流動資産合計  13,974,173 90.8 12,909,472 91.2 11,381,747 91.7 

Ⅱ 固定資産        

 １ 有形固定資産 ※１ 119,200  87,366  107,719  

 ２ 無形固定資産  362,056  185,349  267,623  

 ３ 投資その他の資産  938,197  971,423  660,518  

   固定資産合計  1,419,453 9.2 1,244,138 8.8 1,035,860 8.3 

   資産合計  15,393,627 100.0 14,153,611 100.0 12,417,608 100.0 
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(単位：千円) 

  
前中間会計期間末 

平成17年８月31日 

当中間会計期間末 

平成18年８月31日 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

平成18年２月28日 

区 分 
注記 

番号 
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 

(負債の部)   ％  ％  ％ 

Ⅰ 流動負債        

 １ 営業未払金  7,093,569  7,204,699  5,963,552  

 ２ 未払金  286,342  295,987  269,021  

 ３ 未払法人税等  186,678  220,536  219,737  

 ４ 預り金  2,284,354  405,678  175,364  

 ５ 引当金  45,728  41,878  50,793  

 ６ その他  135,326  138,584  174,739  

   流動負債合計  10,031,999 65.2 8,307,364 58.7 6,853,208 55.2 

Ⅱ 固定負債        

 １ 引当金  63,769  88,123  74,139  

 ２ その他  27,725  14,871  20,633  

   固定負債合計  91,494 0.6 102,994 0.7 94,772 0.8 

   負債合計  10,123,493 65.8 8,410,358 59.4 6,947,980 56.0 
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(単位：千円) 

  
前中間会計期間末 

平成17年８月31日 

当中間会計期間末 

平成18年８月31日 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

平成18年２月28日 

区 分 
注記 

番号 
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 

(資本の部)   ％  ％  ％ 

Ⅰ 資本金  2,892,575 18.8 － － 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 8.7 － － 1,342,825 10.8 

Ⅲ 利益剰余金        

  中間（当期）未処分利益  1,034,551  －  1,236,082  

  利益剰余金合計  1,034,551 6.7 － － 1,236,082 9.9 

Ⅳ その他有価証券評価差額金  182 0.0 － － △1,854 △0.0 

   資本合計  5,270,133 34.2 － － 5,469,628 44.0 

   負債資本合計  15,393,627 100.0 － － 12,417,608 100.0 

        

(純資産の部)        

Ⅰ 株主資本        

１ 資本金  －  2,892,575  －  

２ 資本剰余金        

  資本準備金  －  1,342,825  －  

  資本剰余金合計  －  1,342,825  －  

３ 利益剰余金        

  その他利益剰余金        

   繰越利益剰余金  －  1,510,147  －  

  利益剰余金合計  －  1,510,147  －  

  株主資本合計  － － 5,745,547 40.6 － － 

Ⅱ 評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額金  －  △2,294  －  

  評価・換算差額等合計  － － △2,294 △0.0 － － 

   純資産合計  － － 5,743,253 40.6 － － 

   負債純資産合計  － － 14,153,611 100.0 － － 
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 中間損益計算書 

(単位：千円) 

  

前中間会計期間 

自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日 

当中間会計期間 

自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日 

前事業年度の 

要約損益計算書 

自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 

区 分 
注記 

番号 
金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比 

   ％  ％  ％ 

Ⅰ 営業収入  3,198,861 100.0 3,197,189 100.0 6,258,601 100.0 

Ⅱ 営業原価  1,623,953 50.8 1,505,156 47.1 3,033,992 48.5 

   営業総利益  1,574,908 49.2 1,692,032 52.9 3,224,608 51.5 

    返品調整引当金戻入額  245 0.0 5 0.0 272 0.0 

   差引営業総利益  1,575,153 49.2 1,692,037 52.9 3,224,880 51.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,152,703 36.0 1,190,924 37.2 2,403,142 38.4 

   営業利益  422,449 13.2 501,113 15.7 821,738 13.1 

Ⅳ 営業外収益    ※１ 10,342 0.3 14,011 0.4 24,215 0.4 

Ⅴ 営業外費用    ※２ 2,079 0.0 － － 2,885 0.0 

   経常利益  430,712 13.5 515,124 16.1 843,069 13.5 

Ⅵ 特別利益  68 0.0 1,338 0.0 56 0.0 

Ⅶ 特別損失      645 0.0 99 0.0 41,735 0.7 

   税引前中間(当期)純利益  430,134 13.5 516,363 16.1 801,390 12.8 

   法人税、住民税及び事業税  176,000 5.5 209,000 6.5 365,000 5.8 

   法人税等調整額  △4,644 △0.1 5,799 0.2 △51,420 △0.8 

   中間(当期)純利益  258,778 8.1 301,564 9.4 487,810 7.8 

   前期繰越利益  775,772  －  775,772  

   中間配当額  －  －  27,500  

中間(当期)未処分利益 1,034,551  －  1,236,082  
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 中間株主資本等変動計算書 

 
当中間会計期間(自 平成18年３月1日 至 平成18年８月31日) 

(単位：千円) 

 株主資本 

 資本剰余金 利益剰余金 

 
その他利益 

剰余金 

 

資本金 
資本準備金 資本剰余金合計 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金合計 

株主資本 

合計 

平成18年２月28日残高 2,892,575 1,342,825 1,342,825 1,236,082 1,236,082 5,471,482 

中間会計期間中の変動額       

剰余金の配当    △27,500 △27,500 △27,500 

中間純利益    301,564 301,564 301,564 

株主資本以外の項目の中間 

会計期間中の変動額（純額） 
      

中間会計期間中の変動額合計 － － － 274,064 274,064 274,064 

平成18年８月31日残高 2,892,575 1,342,825 1,342,825 1,510,147 1,510,147 5,745,547 

 

 評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成18年２月28日残高 △1,854 △1,854 5,469,628 

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当   △27,500 

中間純利益   301,564 

株主資本以外の項目の中間 

会計期間中の変動額（純額） 
△439 △439 △439 

中間会計期間中の変動額合計 △439 △439 273,624 

平成18年８月31日残高 △2,294 △2,294 5,743,253 
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 中間キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円） 

  
前中間会計期間 

自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日 

当中間会計期間 

自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日 

前事業年度の要約 

キャッシュ･フロー 

計算書 

自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日 

区 分 
注記 

番号 
金 額 金 額 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

 税引前中間(当期)純利益  430,134 516,363 801,390 

 減価償却費  108,637 118,935 234,230 

 固定資産除却損  645 99 645 

 固定資産売却益  － △1,216 － 

 貸倒引当金の増加額（△減少額）  △68 － － 

 営業未収入金の減少額（△増加額）  △145,357 352,684 △563,028 

 営業未払金の増加額（△減少額）  1,378,397 1,241,147 248,379 

 預り金の増加額（△減少額）  1,832,606 230,313 △276,383 

 その他（純額）  114,026 15,872 49,607 

小計  3,719,022 2,474,200 494,841 

 利息及び配当金の受取額  385 7,005 6,359 

 法人税等の支払額  △203,350 △217,201 △367,291 

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,516,057 2,264,005 133,909 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

 有価証券の増加額  △3,387,758 △1,253,456 △3,346,109 

 固定資産の取得による支出  △106,644 △37,757 △117,915 

 固定資産の売却による収入  － 3,265 － 

 投資有価証券の取得による支出  △799,925 △300,000 △799,925 

 その他（純額）  △12,934 △140 △12,893 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △4,307,262 △1,588,089 △4,276,843 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー     

配当金の支払額  － △27,333 △27,236 

財務活動によるキャッシュ・フロー  － △27,333 △27,236 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  △791,204 648,582 △4,170,170 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  9,220,305 5,050,134 9,220,305 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  8,429,100 5,698,717 5,050,134 

     

 



ファイル名:200608_中間決算短信[3]最終.doc 更新日時:2006/10/11 10:06 印刷日時:06/10/11 10:36 

 17

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項  目 

前中間会計期間 

自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日 

当中間会計期間 

自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日 

前事業年度 

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 

   中間決算日の市場価格

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 

   中間決算日の市場価格

等に基づく時価法 

なお、評価差額は全部

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。 

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。 

 (2) 時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

なお、有価証券のう

ち、「取得価額」と「債

券金額」との差額が金利

の調整と認められるもの

については償却原価法

（定額法）を採用してお

ります。 

(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 

(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 

(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 

(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 

(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 

(3) 長期前払費用 

同左 

４ 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 

(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

の当中間会計期間に負担

すべき金額を計上してお

ります。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(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。 

 (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 

(3) 返品調整引当金 

同左 
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項  目 

前中間会計期間 

自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日 

当中間会計期間 

自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日 

前事業年度 

自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 

 (4) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備

えるため、当中間会計期

間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 

(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。 

 (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

に基づく中間期末要支給

額を計上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 

(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 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 同左 

６ 中間キャッシュ・フロー

計算書(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 同左 

７ その他中間財務諸表(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 

 

同左 

 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 

自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日 

当中間会計期間 

自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日 

前事業年度 

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） 

当中間会計期間から「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。 

                

 

（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。 

                

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等） 

当中間会計期間から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日 

企業会計基準第５号）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準委員会  

平成17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。 

従来の「資本の部」の合計に相当する

金額は5,743,253千円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、改正後の

中間財務諸表等規則により作成しており

ます。 
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表示方法の変更 

前中間会計期間 

自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日 

当中間会計期間 

自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日 

                    

 

（キャッシュ・フロー計算書） 

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、当中間期より「その他（純額）」に含めて表

示しております。 

なお、当中間期の「その他（純額）」に含まれている「貸倒

引当金の減少額」は207千円であります。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

平成17年８月31日 

当中間会計期間末 

平成18年８月31日 

前事業年度末 

平成18年２月28日 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 
   165,328千円 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 
205,138千円 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 
188,709千円 

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日 

当中間会計期間 

自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日 

前事業年度 

自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 

※1 営業外収益の主要項目 

債務整理益 8,178千円
 

※1 営業外収益の主要項目 

受取利息 8,922千円
 

※1 営業外収益の主要項目 

債務整理益 18,711千円
 

※2 営業外費用の主要項目 

事務所移転関連費用 1,612千円
 

※2           

 
 

※2 営業外費用の主要項目 

事務所移転関連費用 1,612千円
 

3 減価償却実施額 

有形固定資産 22,369千円

無形固定資産 86,267千円
 

3 減価償却実施額 

有形固定資産 20,071千円

無形固定資産 98,864千円
 

3 減価償却実施額 

有形固定資産 45,750千円

無形固定資産 188,480千円
 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年３月1日 至 平成18年８月31日） 

 １．発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間 

増加株式数（株） 

当中間会計期間 

減少株式数（株） 

当中間会計期間末 

株式数（株） 

普通株式 55,000 － － 55,000 

 

 ２．自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 ３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 ４．配当に関する事項 

 （1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額 

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年５月23日 

定時株主総会 
普通株式 27,500 500 平成18年２月28日 平成18年５月23日 

 

 （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配当額 

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年10月11日 

取締役会 
普通株式 82,500 利益剰余金 1,500 平成18年８月31日 平成18年11月13日 
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 

自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日 

当中間会計期間 

自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日 

前事業年度 

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中間期末残高と中

間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 8,429,100千円

現金及び現金同等物 8,429,100千円

  
 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間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 4,399,376千円

有価証券 6,196,429千円

 計 10,595,805千円

償還期限が取得日か

ら３ヶ月を超える債

券等 

△4,897,088千円

現金及び現金同等物 5,698,717千円

  
 

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

  
 

 

（リース取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年８月31日） 

 １．その他有価証券で時価のあるもの 

区 分 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

  (1)株式 241 208 △33 

  (2)債券    

   ①社債 1,302,159 1,302,879 719 

   ②その他 1,383,543 1,383,162 △381 

  (3)その他 － － － 

計 2,685,943 2,686,249 305 

 

 ２．時価評価されていない主な有価証券 

区 分 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 

その他有価証券 

 コマーシャル・ペーパー 

 

1,499,597 

計 1,499,597 
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当中間会計期間末（平成18年８月31日） 

 １．その他有価証券で時価のあるもの 

区 分 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

  (1)株式 241 179 △61 

  (2)債券    

   ①国債・地方債等 3,598,238 3,598,250 12 

   ②社債 1,099,985 1,096,485 △3,500 

   ③その他 2,298,863 2,298,556 △306 

  (3)その他 － － － 

計 6,997,327 6,993,472 △3,855 

 

前事業年度末（平成18年２月28日） 

 １．その他有価証券で時価のあるもの 

区 分 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1)株式 241 183 △57 

  (2)債券    

   ①国債・地方債等 239,981 239,976 △5 

   ②社債 1,300,449 1,298,317 △2,132 

   ③その他 2,600,654 2,599,733 △921 

  (3)その他 － － － 

計 4,141,326 4,138,209 △3,117 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間(自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31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。 

 

当中間会計期間(自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31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。 

 

前 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。 

 

（ストック・オプション等） 

該当事項はありません。 



ファイル名:200608_中間決算短信[3]最終.doc 更新日時:2006/10/11 10:06 印刷日時:06/10/11 10:36 

 23

（持分法損益等） 

前中間会計期間(自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31日) 

関連会社が存在しないため該当事項はありません。 

 

当中間会計期間(自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日) 

関連会社が存在しないため該当事項はありません。 

 

前 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。 

 

（１株当たり情報） 

 前中間会計期間 

自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日 

当中間会計期間 

自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日 

前事業年度 

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 95,820円61銭 104,422円79銭 99,447円79銭 

１株当たり中間(当期)純利益 4,705円07銭 5,482円99銭 8,869円28銭 

 なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益につい
ては、潜在株式がないため

記載しておりません。 

同左 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株当たり中間(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。 

 

前中間会計期間 

自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日 

当中間会計期間 

自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日 

前事業年度 

自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 

(中間)損益計算書上の中間(当期)純利益(千円) 258,778 301,564 487,810 

普通株主に帰属しない金額      (千円) － － － 

普通株式に係る中間(当期)純利益   (千円) 258,778 301,564 487,810 

普通株式の期中平均株式数       (株) 55,000 55,000 55,000 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 




