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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1)連結経営成績 （金額は百万円未満切捨）

 売上高 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 52,868 3.3 △95 － △93 － 

17年９月中間期 51,190  20.1 △725    － △731   － 

18年３月期 96,190  47  35  

 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

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 △251 － △25 38 － －

17年９月中間期 △804   － △96 90 － －

18年３月期 △258  △29 27 － －

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 9百万円 17年９月中間期 20百万円 18年３月期 23百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 9,895,336株17年９月中間期 8,304,228株18年３月期 8,825,115株

 ③会計処理の方法の変更 無

 ④売上高、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)連結財政状態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(金額は百万円未満切捨)  

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 32,164 4,352 12.3 400 66

17年９月中間期 24,768 980 4.0 116 10

18年３月期 27,681 4,216 15.2 426 15

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期9,895,336株17年９月中間期8,448,636株18年３月期 9,895,336株

(3)連結キャッシュ・フローの状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(金額は百万円未満は切捨)  

 
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９月中間期 5,067 △800 △182 14,716

17年９月中間期 1,429 △341 925 7,720

18年３月期 3,451 △674 2,156 10,638

(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） －社　（除外） －社持分法（新規） －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
通　期 97,000  100  50  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 5円 5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。
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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「ぴあインターナショナル㈱」及び「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

ン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、前期に引き続き期末配当を見送り、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、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、引き続き株主の皆様方から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

　経営の主たる指標のひとつとしては、「ＲＯＥ」を活用しております。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、中期的にみて「ＲＯＥ（１０％台）」の維持、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・エンタテイン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。

　当年度（平成19年３月期）につきましては、前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。

(5）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.当中間期の業績概要

　当社グループは、既存事業の更なる収益性向上による安定的黒字収益基調の形成を強力に推進するとともに、中期

的成長への対応も着実に進めつつ、通期連単当期純利益の黒字化に向け、経営努力に邁進しておりますが、当中間期

においては、期初想定を上回る業績改善を辿っております。

　即ち、当中間期は、「電子チケット」事業の好調が全社業績改善をリードする形で、既存３事業ともに、対前年同

期比着実な業績改善が図られ、連結売上高528億68百万円（期初予想比＋53億68百万円、＋11.3％、対前年同期比

103.3％）、経常損失93百万円（期初予想比＋２億56百万円、対前年同期比６億37百万円良化）、単体業績におきまし

ても同様に、売上高は525億37百万円（期初予想比＋55億37百万円、＋11.8％、対前年同期比103.4％）、単体経常利

益18百万円（期初予想比＋３億18百万円、対前年同期比５億97百万円良化）と期初予想比各々改善をみております。

そして、単体経常利益ベースでは中間期としては平成15年３月期中間以来、４年振りの黒字化を実現いたしました。

　当中間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、「電子チケットぴあ事業」の一段の定着・拡大により、国内外の大型イベントの取

扱等による音楽、スポーツ等のジャンルを中心にチケット販売売上が高伸（対前年同期比107.8％）するとともに、＠

ぴあ会員の順調な拡大（18年３月末214万人、平成18年９月末274万人）とインターネット販売比率の着実な上昇をみ

ております（前中間期26.5％、前年度通期29.0％、当中間期34.9％）。

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479億93百万円（対前年同期比107.8％）、営業利益８億54百万円（同126.1％）と対前年同期

比大幅増収増益となり、営業利益率も1.8％と着実に改善しております（前年度通期1.5％）。

なお、平成18年４月末日をもって「セブン－イレブン」店舗でのチケット販売サービスを休止いたしましたが、その

影響は予想通り極めて軽微でありました。

②　出版事業については、前下期以降継続している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効果が漸次表面化する形で、売上高は33億5百万円 (対前年同期比72.9％)に止まりましたが、

営業損失37百万円 (対前年同期比３億59百万円良化)と大幅な業績改善が図られております。

③ 情報サービス他事業については、モバイルコンテンツ事業等の強化・収益化を着実に進める一方、前期に進めた事

業リストラクチャリングの効果により、売上高は15億69百万円 (対前年同期比74.0％)に止まりましたが、営業損失9

百万円(対前年同期比１億41百万円良化) と大幅な業績改善が図られております。

④ 全社コーポレートコストにつきましては、全社的なコスト削減を着実に進める中、東アジア地区のエンタテインメ

ント市場の拡大を睨んだ戦略投資事業として「琵雅(ぴあ)北京・文苑」の発刊スタートを行った結果、戦略投資経費

の計上もあり９億３百万円 (対前年同期比48百万円増) となりました。

⑤　なお、当中間期におきまして、関連会社の第三者割当増資に伴い、会計上認識された「持分変動によるみなし売

却益」として、特別利益１億32百万円を計上いたしました。

　一方、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の継続、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を実施し、特別損失１億54百万円

を計上いたしました。　

以上の結果、当中間会計期間の連結業績は、売上高528億68百万円（対前年同期比103.3％）、営業損失95百万円（対

前年同期比＋６億30百万円良化）、経常損失93百万円（同＋６億37百万円良化）、中間純損失２億51百万円（同＋５

億53百万円良化）となり、単体業績は、売上高525億37百万円（対前年同期比103.4％）、営業利益27百万円（対前年

同期比＋５億80百万円良化）、経常利益18百万円（同＋５億97百万円良化）中間純損失１億83百万円（同４億43百万

円良化）となりました。　
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ｂ.通期の見通し　　

　一方、通期の業績を展望しますと、上述の通り「電子チケットぴあ事業」の一層の定着・拡大によりチケット事業

収益の改善が確実に見込まれ、全社業績改善を引続き牽引する中、出版事業は原価・経費の削減効果も加わり、通期

黒字化を目指すとともに、情報サービス他事業でも、更なる事業リストラクチャリングも進めながら、黒字収益基調

の形成を図りつつ、通期連単当期純利益黒字化を期初想定通り目指して参ります。

　なお、当中間期の業績は、上述の通り当初発表数値を上回りましたが、現時点では来春以降のイベント興行実施等

の不確定要因等を考慮し、当期業績については当初発表数値を据え置いております。

　従いまして、通期の見通しにつきましては、期初想定通り、連結業績では、連結売上高970億円 (前年同期比

100.8％) 、連結経常利益１億円 (前年同期比282.0％) 、連結当期純利益50百万円 (前期連結会計年度の当期純損失

は２億58百万円、同３億８百万円良化) 、当社単体につきましても、売上高960億円（前年同期比100.3％）、経常利

益２億円（前年同期比40.8％）、当期純利益１億円（前年同期比147.1％）を見込んでおります。　
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(2）財政状態

　当中間連結会計期間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50億67百万円増加し、その増加資金を投資活動（無形固定資産等）に充当いたしました。

これらの結果、前連結会計年度末と比べ40億77百万円増加し、当中間連結会計期間末には、147億16百万円（前年同期

比190.6％）となりました。

　当中間連結会計期間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、50億67百万円（前年同期比354.5％）となりました。これは、仕入債務と未払金の

増加が資金の大幅増加をもたらした結果であります。　

（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、８億円（前年同期比234.3％）となりました。主に、無形固定資産の取得による支

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）

　財務活動の結果使用した資金は、１億82百万円（前年同期比11億８百万円減）となりました。これは、主に、連結

子会社の株式発行による資金調達と、社債の一部繰上償還による支出及び借入金の返済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。

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 15.2 5.6 4.0 15.2 12.3

時価ベースの自己資本比

率（％）
81.1 82.4 68.9 65.0 54.0

債務償還年数（年） － － 2.2 1.4 0.4

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍）
－ － 70.9 88.9 277.5

（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

          (中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。)

　　　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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  (3）事業等のリスク

　　　経営成績及び財政状態に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のよ

　　うなものがあります。　　　

　　①業績の変動（上期及び下期の偏重を含む）について

　　　　当社グループの最近３年間における上期及び下期の業績は、以下の通り推移しております。

　　　出版事業は、下期に偏重する傾向があります。これは、下期に含まれる３月が入学及び就職シーズンであること

　　　から、「ぴあマップ」をはじめとする、首都圏、関西、中部地域等大都市の「タウンガイド」等ＭＯＯＫＳの発

　　　刊及び売上が増加することによります。

　　　　チケット事業の業績は、収益性の高いイベントの有無により収益が上期又は下期に偏ることがあります。

　　　　最近３年間の業績の状況としましては、赤字となりました平成16年３月期を除けば業績が下期に偏重する傾向に

　　　あります。これは、出版事業の影響によるものでありますが、チケット事業等のイベント開催の時期等により、今

　　　後も同傾向が継続するとはかぎりません。　　　　

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

上期 下期 上期 下期 上期 下期

売上高

（百万円） 45,139 40,530 42,637 42,987 51,190 44,999

構成比（％） 52.7 47.3 49.8 50.2 53.2 46.8

経常利益

（百万円） △548 △1,394 △1,355 △485 △731 766

構成比（％） 28.2 71.8 73.6 26.4 － －

　　②キャッシュ・フローの状況の変動について

　　　　当社グループのキャッシュ・フローは、当中間連結会計期間末において、147億16百万円となっており、前連結

　　　会計年度末に比べ＋40億77百万円増（前年同期比138.3%）となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フ

　　　ローでの50億67百万円増加し、その増加資金を投資活動（無形固定資産等）に充当したことによるものでありま

　　　す。

　　　　今後とも、資金の効率的な配分を行うとともに、財務基盤強化を目指した資金調達の方法等も鋭意検討し、更な

　　　　

　　　るキャッシュ・フローの改善を目指して参りますが、資本市場及び銀行業界を取巻く環境変化によっては、資金調

　　　達の条件等に影響を与える可能性があります。

　　③特有の取引慣行に基づく取引について

　　　　委託販売制度について

　　　　当社グループは、出版業界の慣行に従い、当社が取次及び書店に配本した出版物については、配本後、約定期

　　　間（委託期間）内に限り、返品を受け入れることを販売条件とする委託販売制度を採用しております。

　　　　当社グループは、当委託販売制度を採用していることから、出版物の返品による損失に備えるため、会計上必要

　　　と判断される額の返品調整引当金を計上しておりますが、返品率の変動により、当社グループの経営成績に影響を

　　　与えます。
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　　④当社グループのシステムについて

　　　　情報通信システムのトラブルについて

　　　　当社グループのチケット事業は、コンピュータシステムを結ぶ通信ネットワークに依存しており、自然災害や

　　　事故などによって通信ネットワークが切断された場合には、当社の営業は事実上不可能になります。またアクセス

　　　増など一時的な負荷の増加によって当社グループのサーバーへのアクセスが困難になったり、システムが停止する

　　　可能性があります。更には、外部からの不正な手段によるコンピュータ内への侵入などの犯罪等によって、当社　

　　　グループのサイトが書き換えられたり、重要なデータを消去又は不正に入手されたりするおそれもあります。

　　　　これらの障害が発生しないように現状万全な対応及び体制を敷いておりますが、仮に発生した場合には、当社グ

　　　ループの業績に影響を与える可能性があります。

　　⑤個人情報の管理について

　　　　個人情報の流出について

　　　　当社グループは、「電子チケット」事業の利用者となる「ぴあ会員制度」を運営しており、ＰＣ、携帯電話機等

　　　による各種コンテンツの配信及び「電子チケット」の販売において、個人情報を取得しております。当社グループ

　　　といたしましては、特に平成17年４月１日の「個人情報保護に関する法律」施行に対応するため、内部監査室を中

　　　心に顧客情報管理の徹底強化を図るための個人情報保護方針（プライバシーポリシー）を発表すると共に、個人情

　　　　

　　　報保護の社内での各種管理体制の拡充・強化を徹底している他、同じく平成17年４月１日には、ＣＳ（カスタマ　

　　　ー・サティスファクション）推進室を設置し、当社の商品、サービス提供の質的向上に資するべく顧客からの苦

　　　情・クレームに対する体制整備等にも積極的に取り組み、顧客満足度の向上に鋭意努めております。

　　　　上述のように、個人情報の管理に十分留意しており、顧客情報の流出等による問題は発生しておりませんが、

　　　今後、顧客情報の流出により問題が発生した場合、当社への損害賠償請求や信用の失墜等により、当社グループ

　　　の経営成績及び事業展開に影響を受ける可能性があります。

　　⑥法的規制等について

　　　　再販売価格維持制度について

　　　　当社の制作・販売している雑誌等の出版物は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（独占禁

　　　止法）第24条の２の規定により、再販売価格維持制度（以下、再販制度）が認められる特定品目に該当適用して

　　　おります。

　　　　当面は制度維持の方向で進むものと思われますが、公正取引委員会は、再販制度を維持しながら、消費者利益

　　　のため現行制度の弾力的運用を業界に求めていく方針を発表しておりますので、当該制度が廃止された場合、当

　　　社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 7,820,091 14,816,004 10,738,793

２．受取手形及び売掛金 ※２ 10,378,814 10,662,643 10,927,089

３．たな卸資産 195,233 119,764 165,997

４．その他 1,074,217 1,099,845 817,666

貸倒引当金 △63,080 △20,373 △21,009

流動資産合計 19,405,276 78.3 26,677,884 82.9 22,628,537 81.7

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物及び構築物 20,784 24,186 24,366

(2）工具器具及び備品 42,909 44,816 42,398

(3）土地 6,240 69,933 6,240 75,242 6,240 73,004

２．無形固定資産

(1）ソフトウエア 2,103,506 1,224,917 1,521,895

(2）ソフトウエア仮勘
定

688,312 1,871,825 1,048,566

(3)連結調整勘定 515,534 － 433,881

(4)のれん － 362,870 －

(5）その他 80,316 3,387,669 73,582 3,533,196 76,949 3,081,293

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券  851,274 717,797 598,197

(2) 長期貸付金  256,927 256,927 256,927

(3）繰延税金資産  145,020 71,375 178,699

(4）その他 698,731 1,127,981 1,126,314

貸倒引当金 △46,739 1,905,213 △295,584 1,878,496 △261,366 1,898,772

固定資産合計 5,362,817 21.7 5,486,935 17.1 5,053,070 18.3

資産合計 24,768,093 100.0 32,164,820 100.0 27,681,608 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 13,886,771 19,935,767 15,949,321

２．短期借入金 － 225,300 －

３．１年以内返済予定長
期借入金

 320,000 320,000 320,000

４．未払金  1,503,640 1,595,960 830,619

５．未払法人税等 24,830 32,834 38,784

６．賞与引当金 238,269 244,786 162,567

７．返品調整引当金 284,000 173,000 294,000

８．持分法適用に伴う負
債

－ 116,042 108,800

９．その他 749,244 1,056,971 831,904

流動負債合計 17,006,755 68.6 23,700,662 73.7 18,535,997 67.0

Ⅱ　固定負債

１．社債 4,990,000 3,110,000 3,690,000

２. 新株予約権  6,990 － －

３．長期借入金 840,000 520,000 680,000

４．退職給付引当金 286,882 51,879 52,535

５．役員退職慰労引当金 119,759 118,779 119,759

６．預り営業保証金 356,290 240,920 236,020

７．その他 9,318 70,154 72,822

固定負債合計 6,609,240 26.7 4,111,733 12.8 4,851,137 17.5

負債合計 23,615,995 95.3 27,812,396 86.5 23,387,134 84.5

（少数株主持分）

少数株主持分 171,240 0.7 － － 77,609 0.3

（資本の部）

Ⅰ　資本金 2,127,205 8.6 － － 3,475,358 12.6

Ⅱ　資本剰余金 586,138 2.4 － － 1,933,825 7.0

Ⅲ　利益剰余金 △1,684,502 △6.8 － － △1,138,146 △4.1

Ⅳ　為替換算調整勘定 －  － － △1,652 △0.0

Ⅴ　その他有価証券評価差
額金

12,559 0.0 － － 8,522 0.0

Ⅵ　自己株式 △60,542 △0.2 － － △61,043 △0.2

資本合計 980,857 4.0 － － 4,216,863 15.2

負債、少数株主持分及
び資本合計

24,768,093 100.0 － － 27,681,608 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 － － 3,475,358 10.8 － －

２．資本剰余金 － － 1,933,825 6.0 － －

３．利益剰余金 － － △1,389,329 △4.3 － －

４．自己株式 － － △61,043 △0.2 － －

株主資本合計 － － 3,958,810 12.3 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価
差額金

－ － 6,729 0.0 － －

２．為替換算調整勘定 － － △907 △0.0 － －

評価・換算差額等合計 － － 5,821 0.0 － －

Ⅲ　少数株主持分 － － 387,791 1.2 － －

純資産合計 － － 4,352,423 13.5 － －

負債純資産合計 － － 32,164,820 100.0 － －
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(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）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 51,190,983 100.0 52,868,807 100.0 96,190,263 100.0

Ⅱ　売上原価 46,054,751 90.0 47,597,220 90.0 85,195,988 88.6

売上総利益 5,136,232 10.0 5,271,587 10.0 10,994,274 11.4

返品調整引当金戻入
額

304,000 294,000 304,000

返品調整引当金繰入
額

284,000 173,000 294,000

差引売上総利益 5,156,232 10.1 5,392,587 10.2 11,004,274 11.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 5,881,937 11.5 5,488,293 10.4 10,956,366 11.3

営業利益又は営業損
失(△)

△725,705 △1.4 △95,705 △0.2 47,908 0.1

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 1,004 2,293 1,811

２．受取配当金 3,269 3,500 3,269

３．持分法による投資利
益

20,611 9,184 23,024

４．その他 4,179 29,064 0.1 4,464 19,443 0.0 15,413 43,518 0.0

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 20,487 17,454 39,558

２．その他 14,368 34,856 0.1 79 17,534 0.0 16,402 55,961 0.1

経常利益又は経常損
失(△)

△731,496 △1.4 △93,796 △0.2 35,465 0.0
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前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(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）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益    

  １. 投資有価証券売却
　益

10,347 － 28,326

 ２. データベース売却
 益

112,490 － 116,127

  ３. 社債買入消却益 22,600 － 22,600

  ４. 退職給付制度変更
　益　

－ － 98,622

  ５．持分変動によるみ
　なし売却益

 ※３ － 132,969 －

  ６. その他 6,468 151,906 0.3 － 132,969 0.3 16,468 282,144 0.3

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※２ 8,150 116,688 211,330

２．固定資産売却損  － － 8,129

３．投資有価証券評価損 71,432 8,370 85,720

４．役員保険解約違約金 3,107 2,335 3,107

５．リース解約違約金 23,364 － 25,072

６．業務委託解約違約
金 

85,928 － 85,928

７．貸倒引当金繰入額 － 26,522 181,215

８．その他 － 191,982 0.4 400 154,316 0.3 － 600,503 0.6

税金等調整前中間
(当期)純損失

771,572 △1.5 115,143 △0.2 282,893 △0.3

法人税、住民税及び
事業税

14,274 17,179 27,100

法人税等調整額 14,665 28,940 0.1 105,428 122,607 0.2 △15,282 11,817 0.0

少数株主利益又は損
失（△）

4,142 0.0 13,432 0.0 △36,412 △0.0

中間(当期)純損失 804,655 △1.6 251,183 △0.5 258,298 △0.3
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

    中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

(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

99,959  749,801  

　２.新株予約権の行使によ
る新株の発行

47,243 147,202 745,088 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 1,992,579 1,992,579

Ⅳ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

586,138 1,933,825

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 △3,014,968 △3,014,968

Ⅱ　利益剰余金増加高   

  １.資本準備金取崩額 1,992,579  1,992,579  

  ２.連結子会社の減少によ
る剰余金の増加

142,542 2,135,121 142,542 2,135,121

Ⅲ　利益剰余金減少高

１.中間 (当期) 純損失 804,655 804,655 258,298 258,298

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

△1,684,502 △1,138,146

－ 15 －



 　　中間連結株主資本等変動計算書

 　　　当中間連結会計期間 (自平成18年４月１日　至平成18年９月30日)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

 平成18年３月31日　残高

　　　　　　　　　　 　(千円)
3,475,358 1,933,825 △1,138,146 △61,043 4,209,993

 中間連結会計期間中の変動額

 　中間純損失   △251,183  △251,183

 　株主資本以外の項目の中間連

　 結会計期間中の変動額 (純額)
     

 中間連結会計期間中の変動額合

 計　　　　　　    　　(千円)　
－ － △251,183 － △251,183

 平成18年９月30日 残高　　

　                     (千円) 
3,475,358 1,933,825 △1,389,329 △61,043 3,958,810

 

 評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計 その他有価証券評

価差額金 

為替換算 

　調整勘定 

 評価・換算　

　  差額等合計 

 平成18年３月31日　 残高

　　　　　　　　　 　 (千円) 
8,522 △1,652 6,869 77,609 4,294,473

 中間連結会計期間中の変動額

 　中間純損失     △251,183

 　株主資本以外の項目の中間連

　 結会計期間中の変動額(純額)
△1,793 745 △1,048 310,181 309,133

 中間連結会計期間中の変動額合

 計　　　　　　　　　　(千円)
△1,793 745 △1,048 310,181 57,949

 平成18年９月30日　 残高

　　　　　　　　　 　 (千円) 
6,729 △907 5,821 387,791 4,352,423
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
(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） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前中間（当
期）純損失

△771,572 △115,143 △282,893

減価償却費 434,777 293,609 868,226

連結調整勘定償却額 184,540 － 256,518

のれん償却額 － 71,010 －

退職給付引当金の減少
額

△4,370 △655 △238,717

貸倒引当金の増減額
(△：減少)

△26,858 33,582 145,697

返品調整引当金の増減
額（△：減少）

△20,000 △121,000 △10,000

受取利息及び受取配当
金

△4,273 △5,794 △5,080

支払利息 20,487 17,454 39,558

投資有価証券評価損 71,432 8,370 85,720

投資有価証券売却益 △10,347 － △28,326

持分変動によるみなし
売却益

 － △132,969 －

固定資産売却損 － － 8,129

固定資産除却損 8,150 116,688 211,330

社債買入消却益 △22,600 － △22,600

持分法による投資利益 △20,611 △9,184 △23,024

売上債権の増減額
（△：増加）

1,290,807 264,445 742,532

たな卸資産の増減額
（△：増加）

5,465 46,232 34,701

仕入債務の増減額
（△：減少）

249,669 3,986,445 2,312,219

未払金の増減額　
（△：減少）

332,338 599,690 △314,454

その他 △218,156 49,569 △263,738

小計 1,498,876 5,102,352 3,515,797
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前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
(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） 金額（千円）

利息及び配当金の受取
額

5,023 6,506 5,832

利息の支払額 △20,156 △18,263 △38,841

役員退職慰労金の支払
額

△3,003 △1,479 △3,003

法人税等の支払額 △51,043 △21,296 △28,647

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

1,429,697 5,067,818 3,451,136

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

有形固定資産の取得に
よる支出

△5,528 △5,865 △15,645

無形固定資産の取得に
よる支出

△342,962 △763,668 △782,597

子会社株式取得による
支出

－ － △53,400

関係会社株式取得によ
る支出

－ － △91,200

投資有価証券の取得に
よる支出

－ △14,000 △26,625

投資有価証券の売却に
よる収入

18,904 － 297,904

その他 △12,078 △16,920 △3,097

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△341,665 △800,453 △674,660
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前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
(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） 金額（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）

－ 225,300 －

長期借入金の返済によ
る支出

△160,000 △160,000 △320,000

社債の発行による収入 1,500,000 － 1,486,439

新株予約権の行使によ
る株式発行収入

94,526 － 1,488,845

社債の買入消却による
支出

△587,400 △580,000 △587,400

自己株式の取得による
支出

△440 － △940

連結子会社の株式発行
による収入

80,000 332,304 90,000

少数株主への配当金の
支払額

△750 △250 △750

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

925,935 △182,645 2,156,194

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

－ △7,508 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額（△：減少）

2,013,967 4,084,719 4,932,670

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

5,776,035 10,638,793 5,776,035

Ⅶ　連結除外に伴う現金及び
現金同等物の減少額

△69,911 － △69,911

Ⅷ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

※１ 7,720,091 14,716,004 10,638,793
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　　　項 　　目
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日

　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度

(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

子会社はすべて連結しております。 　　　　　同　　　　左 　　　　　同　　　　左

連結子会社の数　 ６社　 

連結子会社名 

けっこんぴあ(株)

ぴあモバイル(株) 

ぴあデジタルコミュニケーション

ズ(株) 

チケットぴあ九州(株) 

ぴあ総合研究所(株) 

ぴあインターナショナル(株) 

 

 

上記のうち、ぴあインターナショ

ナル(株)については、当中間連結

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(株)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(株)は、

けっこんぴあ(株)に、(株)グルメ

ぴあは、ぴあモバイル(株)に、そ

れぞれ商号を変更いたしました。 

連結子会社の数　 ７社　 

連結子会社名 

けっこんぴあ(株)

ぴあモバイル(株) 

ぴあデジタルコミュニケーション

ズ(株) 

チケットぴあ九州(株) 

ぴあ総合研究所(株) 

ぴあインターナショナル(株) 

PIA ASIA PACIFIC CO.,

LIMITED 

連結子会社の数　 ７社 

連結子会社名 

けっこんぴあ(株) 

ぴあモバイル(株) 

ぴあデジタルコミュニケーション

ズ(株) 

チケットぴあ九州(株) 

ぴあ総合研究所(株) 

ぴあインターナショナル(株) 

   PIA ASIA PACIFIC CO.,  

   LIMITED　

上記のうち、ぴあインターナショ

ナル(株)及びPIA ASIA PACIFIC

CO., LIMITEDについては、当連結

会計年度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(株)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(株)は、

けっこんぴあ(株)に、(株)グルメ

ぴあは、ぴあモバイル(株)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

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 

会社名 

  チケットぴあ名古屋 (株)

    (株)ＮＡＮＯぴあ

(1) 持分法適用の関連会社数　　

２社 

会社名 

  チケットぴあ名古屋 (株)

 　 (株)ＮＡＮＯぴあ

 　 なお、(株)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．連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関す

る事項

　すべての連結子会社の中間期の末

日は、中間連結決算日と一致してお

ります。

同　　　　左 　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。 
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　　　項 　　目
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日

　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度

(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

(イ）重要な資産の評価基準及び評価

方法

(イ）重要な資産の評価基準及び評価

方法

(イ）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①有価証券

その他有価証券

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（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）

①有価証券

その他有価証券

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 (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)

 

①有価証券

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）

 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

時価のないもの

同　　　　左

 ②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。 

②デリバティブ 

　  同        左 

② デリバティブ

　　同　　　　左

③たな卸資産

(1）製品及び商品

　総平均法に基づく原価法

(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

③たな卸資産

同　　　　左

③たな卸資産

同　　　　左

(ロ）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(ロ）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(ロ）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①有形固定資産

定率法

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

①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。

①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。

建物及び構築

物
３年～50年

工具器具及び

備品
２年～15年

建物及び構築

物
３年～50年

工具器具及び

備品
２年～15年

建物及び構築

物
３年～50年

工具器具及び

備品
２年～10年

②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。

②無形固定資産 

同　　　　左

 

②無形固定資産 

同　　　　左
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　　　項 　　目
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日

　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成17年４月１日

　至　平成18年３月31日)

(ハ）重要な引当金の計上基準 (ハ）重要な引当金の計上基準 (ハ）重要な引当金の計上基準

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。

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。

②賞与引当金

同　　　　左

②賞与引当金

同　　　　左

③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。

③返品調整引当金

同　　　　左

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、当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認められる額

を計上しております。

　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。

④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、当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認められる額

を計上しております。 

　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 (９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。 

(追加情報)

　数理計算上の差異の費用処理年

数については、従業員の平均残存

勤務期間が短くなったことに伴い、

平均残存勤務期間以内の一定の年

数を10年から９年に変更しており

ます。なお、この変更に伴う損益

に与える影響は軽微であります。

④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。

   (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。

⑤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。
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　　　項 　　目
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日

　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成17年４月１日

　至　平成18年３月31日)

(ニ) 重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準 

　 ───────

(ニ) 重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準 

　外貨建金銭債権債務は、中間連

結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。なお、在外

子会社等の資産及び負債は、中間

連結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における為

替換算調整勘定及び少数株主持分

に含めております。 

(ニ) 重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準 

　外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会

社等の資産及び負債は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、換算差額

は少数株主持分及び資本の部にお

ける為替換算調整勘定に含めてお

ります。 

(ホ) 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。 

(ホ) 重要なリース取引の処理方法 

   同　　　  左

 

 

 

(ホ) 重要なリース取引の処理方法 

 　同　　　　左　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

 

(ヘ) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

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。 

 　　②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　

　　 ③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ティ

ブ取引を行っております。

 

　　 ④ヘッジ有効性評価の方法

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、ヘッジの有

効性の評価に代えております。

(ヘ) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

   同　　　  左

 

 

 

 　　②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：   同　左

ヘッジ対象：　 同　左　　

　　 ③ヘッジ方針　

　 同　　　　左

 

 

 

　　 ④ヘッジ有効性評価の方法

   同　　　　左

(ヘ) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法

 　同　　　　左　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

 

 　　 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段：　同　左

　ヘッジ対象：　同　左

　　　③ヘッジ方針

 　同　　　　左

　　　　　

 　　 ④ヘッジ有効性評価の方法

 　同　　　　左

(ト）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

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。

(ト）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同　　　　左

 

(ト）その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

イ　消費税等の会計処理

同　　　　左

 

５．中間連結キャッシュ・

フロー計算書（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、随時引出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

　　　　同　　　　左 　　　　同　　　　左
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中間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

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(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)

　当中間連結会計期間より、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。

 ───────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　　　　　───────

───────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準)

　当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」 (企業会計基準第５号　平成17

年12月９日) 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」 (企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日) を適用してお

ります。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は3,964,632千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

  (役員賞与に関する会計基準)

   当中間連結会計期間より、「役員賞

 与に関する会計基準」 (企業会計基準

 第４号　平成17年11月29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。　

(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。

 ───────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　 ───────

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日

　　至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日

　　至　平成18年９月30日）

 ───────  (中間連結貸借対照表)

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として

掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「のれん」

と表示しております。　 

───────  (中間連結キャッシュ・フロー計算書)

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「の

れん償却額」と表示しております。 
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　      122,705千円

 ※２　　　　──────

 

　　　 　             127,092千円

 ※２　中間連結会計期間末日満期手

　　 形

 　　中間連結会計期間末日満期手形

　 の会計処理については、手形交換

　 日をもって決済処理をしておりま

 　す。なお、当中間連結会計期間の

　 末日は金融機関の休日であったた

　 め、次の中間連結会計期間末日満

　 期手形が中間連結会計期間末残高

　 に含まれております。

　　 受取手形　　　　　42,180千円

　　　　　　          123,439千円

 ※２　　　　──────

 

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額

※１　販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額

※１　販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額

販売手数料 974,117千円

貸倒引当金繰

入額
4,148千円

給与手当及び

賞与
1,756,638千円

賞与引当金繰

入額
219,039千円

退職給付費用 122,592千円

業務委託費 496,805千円

販売手数料 880,929千円

貸倒引当金繰

入額
7,059千円

給与手当及び

賞与
1,745,803千円

賞与引当金繰

入額
229,544千円

退職給付費用 137,289千円

業務委託費 435,824千円

販売手数料 1,668,061千円

貸倒引当金繰

入額
7,077千円

給与手当及び

賞与
3,637,296千円

賞与引当金繰

入額
152,486千円

退職給付費用 244,230千円

業務委託費 934,155千円

※２　固定資産除却損の内訳は次の

　とおりであります。

　　工具器具及び備品    8,150千円

 

 

 ※３　　　　─────

※２　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      116,688千円

 

 

 ※３　持分変動によるみなし売却益

　　　 当中間連結会計期間において、

　　 投資先の第三者割当増資による持

　　 分変動に伴い、会計上の投資簿価

　　 を調整した結果、認識された「持

　　 分変動によるみなし売却益」の内

　　 容は以下のとおりであります。

　　「持分変動によるみなし売却益」

　　 は事実上の株式売却ではなく、課

　　 税所得は発生しないために税金費

　　 用は認識しておりません。

　　 ぴあインターナショナル㈱及び

　 　PIA ASIA PACIFIC CO.,LIMITED

    　　　             132,969千円 

※２　固定資産除却損の内訳は次の　

とおりであります。

　　建物及び構築物      2,346千円

　　工具器具及び備品      710千円

　　ソフトウェア      208,273千円

 ※３　　　　─────
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  （中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式 9,917 － － 9,917

合計 9,917 － － 9,917

自己株式

普通株式 22 － － 22

合計 22 － － 22

２．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(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中間期

末残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成17年9月30日現在）

※１　現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成18年9月30日現在）

※１　現金及び現金同等物の期末

残高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

（平成18年3月31日現在）

現金及び預金勘定 7,820,091千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
△100,000千円

現金及び現金同等

物
7,720,091千円

現金及び預金勘定 14,816,004千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△100,000千円

現金及び現金同等物14,716,004千円

現金及び預金勘定 10,738,793千円

預入期間が３ヶ月

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
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①　リース取引

前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日

　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度

(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

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、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期末
残高相当
額(千円)

工具器具
及び備品

1,017,93

2
569,510 448,422

合計
1,017,93

2
569,510 448,422

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期末
残高相当
額(千円)

工具器具
及び備品

725,911 384,922 340,989

合計 725,911 384,922 340,989

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．未経過リース料中間期末残高相当額等

　未経過リース料中間期末残高相当額

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

　未経過リース料中間期末残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額等

　　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 220,370千円

１年超 240,611千円

合計 460,981千円

１年内 159,120千円

１年超 191,696千円

合計 350,817千円

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、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料 167,988千円

減価償却費相当額 155,423千円

支払利息相当額 7,096千円

支払リース料 109,885千円

減価償却費相当額 105,267千円

支払利息相当額 4,106千円

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

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

５．利息相当額の算定方法

　　　　同　　　　左

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

（減損損失について）

　　　　同　　　　左

  (減損損失について)

 　　　　　　同　　　　左　
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

 

１．その他有価証券で時価のあるもの  

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 9,904 31,080 21,176

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 9,904 31,080 21,176

　（注）　　当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のあるもので減損処理を行っているものはありません。

　　　　　　なお、減損処理にあたっては、中間連結会計期間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

は全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性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．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 716,288
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当中間連結会計期間末（平成18年9月30日現在）

 

１．その他有価証券で時価のあるもの  

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 9,904 21,250 11,346

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 9,904 21,250 11,346

　（注）　　当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のあるもので減損処理を行っているものはありません。

　　　　　　なお、減損処理にあたっては、中間連結会計期間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

は全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性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．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 574,552
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前連結会計年度末（平成18年3月31日現在）

 

１．その他有価証券で時価のあるもの  

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

(1）株式 9,904 24,274 14,370

(2）債券

国債・地方債等 － －  

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 9,904 24,274 14,370

　(注)　　　当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるもので減損処理をおこなっているものはありませ

ん。

　なお、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全て減損処理

を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性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．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 467,605

③　デリバティブ取引

　前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成18年

４月１日　至　平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度は、当社グループの行うデリバティブ取引は、全

てヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年4月1日　至平成17年9月30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）

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
44,536,830 4,532,642 2,121,510 51,190,983 － 51,190,983

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
5,619 130 63,230 68,980 (68,980) －

計 44,542,449 4,532,772 2,184,741 51,259,963 (68,980) 51,190,983

営業費用 43,864,226 4,930,461 2,335,607 51,130,295 786,393 51,916,688

営業利益又は営業

損失（△）
678,223 △397,688 △150,865 129,668 (855,373) △725,705

当中間連結会計期間（自平成18年4月1日　至平成18年9月30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）

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
47,993,439 3,305,654 1,569,712 52,868,807 － 52,868,807

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
5,490 12 50,975 56,478 (56,478) －

計 47,998,929 3,305,667 1,620,688 52,925,285 (56,478) 52,868,807

営業費用 47,144,029 3,343,471 1,630,095 52,117,596 846,916 52,964,513

営業利益又は営業

損失（△）
854,900 △37,804 △9,406 807,689 (903,395) △95,705

前連結会計年度（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）

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

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品等の種類、性質及び販売の方法の類似性を考慮して区分しております。
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２．各区分に属する主要な製品及び役務

事業区分 主要製品及び役務

チケット事業 オンラインチケット販売関連事業

出版事業 雑誌、書籍、ムックス

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

前中間連結会計期間

　　　(千円)

当中間連結会計期間

　　　(千円)

前連結会計年度

　　　(千円)
主な内容

消去又は全社の項目に

含めた配賦不能営業費

用金額

855,373 903,395 1,711,928

連結財務諸表提出会社の

総務・経理部門等に係る

費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30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。

          当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度 (自平成17年４月１

　　　　　日　至平成18年３月31日)

          　本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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。

 

 

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

          当中間連結会計期間 (自平成18年４月１日　至平成18年９月30日) 及び前連結会計期間 (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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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(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 116円10銭

１株当たり中間純損失金

額
  96円90銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

は存在するものの１株当たり中間純

損失が計上されているため記載して

おりません。

１株当たり純資産額 400円66銭

１株当たり中間純損失金

額
25円38銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

は存在するものの１株当たり中間純

損失が計上されているため記載して

おりません。

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

損失が計上されているため記載して

おりません。

(注) １株当たり中間(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。

 

 前中間連結会計期間

(自 平成17年4月 1日

 至 平成17年9月30日)

 当中間連結会計期間

(自 平成18年4月 1日

 至 平成18年9月30日)

 　前連結会計年度

(自 平成17年4月 1日

 至 平成18年3月31日)

１株当たり中間(当期)純損失金額    

中間(当期)純損失(千円) 804,655 251,183 258,298

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)純損失(千円) 804,655 251,183 258,298

期中平均株式数(千株) 8,304 9,895 8,825

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり中間(当期)純利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要

新株引受権と新株予約

権２種類（新株引受権

及び新株予約権の目的

となる株式の数合計

1,347,800株)及び転

換社債型新株予約権付

社債２種類(新株予約

権の目的となる株式の

数合計

1,303,145株)。

新株引受権と新株予約

権２種類（新株引受権

及び新株予約権の目的

となる株式の数合計

583,000株)及び転換

社債型新株予約権付社

債２種類(新株予約権

の目的となる株式の数

合計

583,122株)。

平成13年6月28日定時

株主総会決議による新

株引受権

(新株引受権の目的と

なる株式の数236,000

株)。

平成14年6月26日定時

株主総会決議による新

株予約権

(新株予約権の数3,520

個)。

平成21年7月21日満期

円貨建転換社債型新株

予約権付社債(新株予

約権の目的となる

株式の数583,122株

)。

（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

当中間連結会計期間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。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前年同期比（％）

チケット事業（千円） － －

出版事業（千円） 2,486,453 65.4

情報サービス他事業（千円） － －

合計（千円） 2,486,453 65.4

 （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

当中間連結会計期間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。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前年同期比（％）

チケット事業（千円） 41,581,556 108.3

出版事業（千円） 45,898 49.1

情報サービス他事業（千円） 79,836 21.7

合計（千円） 41,707,291 107.4

 （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。 

(4）販売実績

当中間連結会計期間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。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前年同期比（％）

チケット事業（千円） 47,993,439 107.8

出版事業（千円） 3,305,654 72.9

情報サービス他事業（千円） 1,569,712 74.0

合計（千円） 52,868,807 103.3

 （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。
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