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平成 19 年 ２ 月期   決算短信（非連結） 平成19年４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19年４月11日        配当支払開始予定日  平成19年５月23日 

定時株主総会開催日  平成19年５月22日        単元株制度採用の有無 無 

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

 
１．19年２月期の業績（平成18年３月１日～平成19年２月28日） 
(1) 経営成績                   （記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。） 

 チケット取扱高 営業収入 営業利益 経常利益 
 

19年２月期 
18年２月期 

百万円  ％ 
54,600 （  3.0） 
53,027 （  2.0） 

百万円  ％ 
6,533 （  4.4） 
6,258 （ △0.5） 

百万円  ％ 
836 （  1.8） 
821 （ 14.0） 

百万円  ％ 
870 （  3.2） 
843 （ 20.4） 

 

 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 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

営業収入 
経常利益率 

19年２月期 
18年２月期 

百万円  ％ 
506 （  3.9） 
487 （ 18.6） 

円  銭 
9,217 24 
8,869 28 

円  銭 
   － 
   － 

％ 
8.9 
9.3 

％ 
6.4 
6.9 

％ 
13.3 
13.5 

(注)①持分法投資損益      19年２月期       －百万円    18年２月期       －百万円 
②期中平均株式数      19年２月期     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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

 
(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 
 

19年２月期 
18年２月期 

百万円 
14,633 
12,417 

百万円 
5,866 
5,469 

％ 
40.1 
44.0 

円   銭 
106,659  93 
99,447  79 

(注)①期末発行済株式数     19年２月期     55,000株      18年２月期     55,000株 
②期末自己株式数      19年２月期       －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 

 
19年２月期 
18年２月期 

百万円 
2,260 
133 

百万円 
2,249 

△4,276 

百万円 
△109 
△27 

百万円 
9,450 
5,050 

 
２．20年２月期の業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29日） 

 
チケット 
取扱高 

営業収入 経常利益 当期純利益 

 
中間期 
通 期 

百万円 
30,881    
58,000    

百万円 
3,322    
7,103    

百万円 
340    
755    

百万円 
198    
440    

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 8,000円00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 

配当金総額 
（百万円） 

配当性向 
（％） 

純資産 

配当率（％） 

18年２月期 500.00 500.00 1,000.00 55 11.3 1.0 

19年２月期 1,500.00 1,500.00 3,000.00 165 32.5 2.9 

20年２月期（予想） 2,000.00 2,000.00 4,000.00    

 
※ 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、9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。（平成19年2月28日現在） 

 

(注) １ 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。 

２ 「楽天市場」内の「楽天チケット」サイトにおけるチケットの共同販売について 

当社は、平成18年11月13日から、楽天グループサイトの「楽天オークション」サービスの中で興行チケ

ットが対象として取扱われることとなり、共同販売事業に与える影響を考慮する必要がでてきたことから、

原則的に同日をもって共同販売を一時停止いたしました。その後、楽天株式会社と業務提携の見直しを検

討して参りましたが、現行の契約では今後の事業展開に制約を加える可能性もありましたので、平成19年

３月13日付で、今後も良好な関係を維持しつつ、業務提携については一旦解消することといたしました。 
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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架け橋となり、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。当事業年度から、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事業年度につきましては、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19年２月28日現在） 

親会社等 属性 
親会社等の議決権 
所有割合（％） 

親会社等が発行する株券が上場されて
いる証券取引所等 

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

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

17.8 株式会社ジャスダック証券取引所 

 

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

株式会社ローソンは、当社における議決権数の50.8％（平成19年２月28日現在）を有する当社の親会社で

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

ケット発券割合は、前事業年度79.8％、当事業年度82.0％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。 

 

７．内部管理体制の整備・運用状況 

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

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

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

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

たは取締役会への上程を行っております。 
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当事業年度におきましては、平成18年５月に従来の組織体を見直しコンプライアンス委員会・リスク管理委員

会・情報開示委員会を設置し、各委員会の活動を中心に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。平成18年３月には「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

設し、同年５月に「内部統制システム整備の基本方針」を、平成19年２月に「内部統制基本規程」・「コンプラ

イアンス規程」を定めるとともに、その周知徹底に努めております。 

また、内部監査につきましては、「内部監査規程」に基づき地域事業所２ヶ所の実地監査を実施し、各取締役

にその結果を報告するとともに関係部署に対して必要な改善提案を行い改善状況の報告を行いました。 
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 経営成績及び財政状態 

１．経営成績 

当事業年度におけるわが国経済は、好調な企業業績の家計部門への波及が明確には見られない中、設備投資が

堅調さを維持し、雇用環境の改善等から弱含みながらも個人消費に改善の兆しが見え始めるなど、緩やかな景気

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、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、企業理念を「私たちは、エンタテインメントの架け橋となり、

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。」とし、一層の業績向上を目指すことといたし

ました。また、新たに行動指針を定め「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おります。 

また、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」を新設し、５月

に「内部統制システム整備の基本方針」を定めるとともに、従来の組織体を見直しコンプライアンス委員会・リ

スク管理委員会・情報開示委員会を設置し、各委員会の活動を中心に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。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、感動のステージをより身近にまたより充実させてご提供すべく取組んでおります「チ

ケット＋α」事業としまして、コンサート興行では韓流アーティストＳＥ７ＥＮの公演で「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わせ、映画興行でも話題作「ダ・ヴィンチ・コード」で

「チケット＋文庫本＋限定ＤＶＤ」を販売するなど「＋α」の拡大を図ってまいりました。また、さらなる「チ

ケット＋α」事業の業容拡大に向けて、より多くの人と感動のステージを共有するべく「２００６ ＦＩＡ世界

ラリー選手権 第11戦 ＲＡＬＬＹ ＪＡＰＡＮ」や「ソン・スンホン アジア ファンミーティング ２００

６」などのイベントの企画・開催に参画してまいりました。一方では、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「Ｌｏｐｐｉ」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、チケット取扱高を546億円とし、引き続きその拡大を図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「福山雅治 ＷＥ’ＲＥ ＢＲＯＳ．ＴＯＵＲ２０

０７「十七年モノ」」、「ＴＨＥ 夢人島Ｆｅｓ．２００６」、「ユーミンスペクタクル シャングリラⅢ」な

どの大型公演の販売が好調に推移しましたものの前事業年度実績には至りませんでした。一方、スポーツではプ

ロ野球日本シリーズの販売が好調に推移したことに加え、前事業年度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、取扱高を拡大させることができまし

た。また、イベントでは「シルク・ドゥ・ソレイユ ＤＲＡＬＩＯＮ」の販売が好調に推移したことに加え、夏
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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チケット取扱高の拡大に大きく寄与いたしました。これらの結果、チケット

販売事業における営業収入につきましては4,606,522千円（前期比 2.7％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話題映画関連グッズの

限定販売が好調に推移する中、コンサートや映画興行で自主企画商品の会場販売を行ったり、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。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1,926,700千円（前期比 8.7％増）となりました。 

 

以上の結果、当事業年度の営業収入は、6,533,223千円（前期比 4.4％増）となりました。経常利益につきま

しては、870,146千円（前期比 3.2％増）となり、当期純利益は506,948千円（前期比 3.9％増）となりました。 

 

 当事業年度における販売実績を事業の種類別に示すと、以下のとおりであります。 

         （単位：千円） 

前事業年度 当事業年度  

事 業 の 種 類 別 自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 

自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日 
増 減 率 

チ ケ ッ ト 販 売 収 入 4,486,092 4,606,522 ＋2.7% 

そ の 他 の 収 入 1,772,509 1,926,700 ＋8.7% 

合 計 6,258,601 6,533,223 ＋4.4% 

(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 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末と比べ4,400,541千円増加

し、9,450,675千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとお

りであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は2,260,817千円（前期比 1,588.3％増）となりました。これは主に、税引前

当期純利益が871,262千円となり、チケット販売等に係る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） 

 投資活動の結果得られた資金は2,249,202千円となりました。これは主に、当事業年度末における、償還期間

が取得日から３ヶ月以内の債券等への資金運用によるものです。 

 

（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109,478千円（前期比 302.0％増）となりました。これは、配当金の支払い

によるものです。 
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３．次期の見通し 

今後の当社を取り巻く経済環境は、海外経済動向等の不安要素を抱えながらも、設備投資が堅調さを維持し個

人消費も底堅く推移する等、引続き緩やかな景気回復基調にて推移するものと思われます。 

このような状況の中で、当社といたしましては、なお一層の業績向上とエンタテインメント文化の担い手とし

て欠くことのできない企業を目指して、各種施策に取組んでまいります。 

営業面におきましては、より多くの皆様と感動のステージを共有すべく、イベント等の企画・開催に参画し、

そのノウハウの蓄積と当社なりのビジネスフレームの構築に取組んでまいります。 

販売面におきましては、公演情報等の入手がより楽しく・簡便に行えるよう無料情報誌「ｗｉｔｈ Ｌｏｐｐ

ｉ」及びＷｅｂサイトを一新するとともに、会員組織の見直しと会員サービスの充実により、より多くの皆様へ

鮮度の高い良質な情報をお届けできるよう努めてまいります。また、異業種企業との業務提携による販売チャネ

ルの拡大にも取組み、販売力の強化を仕入力の強化に繋げてまいります。 

ＣＳ（お客様満足）向上策につきましては、上記施策を始めとし、お客様からのお問合せ電話受電率のさらな

る向上に取組むとともに、高年齢層のお客様等への利便性向上のためにオペレーターによる電話予約受付体制の

整備を図ってまいります。 

さらに、エンタテインメント文化の担い手としてふさわしい企業となるべく、新企業理念の定着に向けて人事

制度の見直し等を行うとともに、内部統制システムの整備・強化に努めてまいります。 

以上により、次期の業績見通しにつきましては、営業収入では7,103百万円と増収を見込んでおりますが、Ｗ

ｅｂサイト一新にともなう一時的なシステム関連費用や販促費用の発生により、経常利益755百万円、当期純利

益440百万円を見込んでおります。 

 

４．事業等のリスク 

以下において、当社の事業展開その他に関しリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載して

おります。また、投資家の判断上重要であると考えられる事項については、積極的な情報開示の観点から開示し

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

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

せん。 

なお、文中における将来に関する事項は、当決算短信発表日（平成19年４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
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具合が発生した場合など、各種システム障害の発生によって、当社の事業活動が阻害される可能性がありま

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

害を受けた場合も同様であります。 

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

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

 

③個人情報の取扱いについて 

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

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

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

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

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

会的信用の失墜により、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

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

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

績に影響を与える可能性があります。 

 

④チケット発券の外部委託について 

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

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

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

を与える可能性があります。 

 

（２）事業環境について 

①競合環境について 

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

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

供するサービス内容の陳腐化等により競争力の低下を招く可能性があります。 

 

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19年２月28日現在の従業員の平均勤続年数は3.9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。 
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（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19年２月28日現在）を有する当社の親会社で

あります。 

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

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

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

ます。なお、当社のチケット取扱高における同社でのチケット発券割合は、前事業年度79.8％、当事業年度

82.0％となっております。 

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

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

用料が当社の営業収入に占める割合は、前事業年度12.6％、当事業年度12.4％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 

当該リスクに関しましては、2頁「企業集団の状況（注）２」記載事実と対処の完了により解消しておりま

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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財務諸表等 
 貸借対照表 

(単位：千円) 

  
前事業年度 

平成18年２月28日 

当事業年度 

平成19年２月28日 
対前期比 

区  分 
注記 

番号 
金 額 構成比 金 額 構成比 増減 

(資産の部)    ％   ％  

Ⅰ 流動資産         

 １ 現金及び預金   5,050,134   6,852,145   

 ２ 営業未収入金 ※１  2,444,110   2,618,780   

 ３ 有価証券   3,640,101   3,597,446   

 ４ 商品   3,381   15,939   

 ５ 制作品   2,752   3,095   

 ６ 前払費用   36,510   20,653   

 ７ 繰延税金資産   86,063   52,730   

 ８ 未収入金   101,405   176,057   

 ９ その他   17,627   20,963   

   貸倒引当金   △339   △196   

   流動資産合計   11,381,747 91.7  13,357,616 91.3 1,975,868 

Ⅱ 固定資産         

 １ 有形固定資産        

  （1）建物  20,085   20,644    

     減価償却累計額  6,622 13,462  8,594 12,049   

  （2）車両運搬具  4,453   －    

     減価償却累計額  2,227 2,226  － －   

  （3）工具器具備品  271,889   275,979    

     減価償却累計額  179,860 92,029  225,443 50,536   

   有形固定資産合計   107,719 0.9  62,585 0.4 △45,133 

 ２ 無形固定資産         

  （1）ソフトウェア   249,343   83,847   

  （2）ソフトウェア仮勘定   －   117,800   

  （3）電話加入権   18,279   18,279   

   無形固定資産合計   267,623 2.1  219,927 1.5 △47,695 

 ３ 投資その他の資産         

  （1）投資有価証券   498,108   796,991   

  （2）長期前払費用   6,258   1,951   

  （3）繰延税金資産   86,858   125,067   

  （4）差入保証金   69,293   69,293   

   投資その他の資産合計   660,518 5.3  993,303 6.8 332,785 

   固定資産合計   1,035,860 8.3  1,275,817 8.7 239,956 

   資産合計   12,417,608 100.0  14,633,433 100.0 2,215,824 
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前事業年度 

平成18年２月28日 

当事業年度 

平成19年２月28日 
対前期比 

区  分 
注記 

番号 
金 額 構成比 金 額 構成比 増減 

(負債の部)    ％   ％  

Ⅰ 流動負債         

 １ 営業未払金 ※１  5,963,552   7,521,857   

 ２ 未払金   269,021   513,627   

 ３ 未払費用   141,745   71,224   

 ４ 未払法人税等   219,737   198,236   

 ５ 未払消費税等   24,515   13,706   

 ６ 前受金   8,478   21,201   

 ７ 預り金   175,364   253,523   

 ８ 賞与引当金   50,703   50,038   

 ９ 返品調整引当金   90   81   

   流動負債合計   6,853,208 55.2  8,643,495 59.1 1,790,286 

Ⅱ 固定負債         

 １ 退職給付引当金   41,539   54,370   

 ２ 役員退職慰労引当金   32,600   58,400   

 ３ その他   20,633   10,872   

   固定負債合計   94,772 0.8  123,642 0.8 28,870 

   負債合計   6,947,980 56.0  8,767,137 59.9 1,819,157 
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前事業年度 

平成18年２月28日 

当事業年度 

平成19年２月28日 
対前期比 

区  分 
注記 

番号 
金 額 構成比 金 額 構成比 増減 

(資本の部)    ％   ％  

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

Ⅱ 資本剰余金         

  資本準備金  1,342,825   －    

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

Ⅲ 利益剰余金         

  当期未処分利益  1,236,082   －    

  利益剰余金合計   1,236,082 9.9  － － △1,236,082 

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

   資本合計   5,469,628 44.0  － － △5,469,628 

   負債資本合計   12,417,608 100.0  － － △12,417,608 

         

(純資産の部)         

Ⅰ 株主資本         

１ 資本金   － －  2,892,575 19.8 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 9.2 1,342,825 

３ 利益剰余金         

  その他利益剰余金         

   繰越利益剰余金  －   1,633,031    

  利益剰余金合計   － －  1,633,031 11.1 1,633,031 

  株主資本合計   － －  5,868,431 40.1 5,868,431 

Ⅱ 評価・換算差額等         

その他有価証券評価差額金   － －  △2,135 △0.0 △2,135 

  評価・換算差額等合計   － －  △2,135 △0.0 △2,135 

   純資産合計   － －  5,866,296 40.1 5,866,296 

   負債純資産合計   － －  14,633,433 100.0 14,633,433 

         



ファイル名:200702_決算短信[3]0410.doc 更新日時:2007/04/10 22:28 印刷日時:07/04/10 22:39 

 15

 

 損益計算書 

(単位：千円) 

  

前事業年度 

自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日 

当事業年度 

自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 

対前期比 

区  分 
注記 

番号 
金 額 百分比 金 額 百分比 増減 

    ％   ％  

Ⅰ 営業収入 ※１  6,258,601 100.0  6,533,223 100.0  

Ⅱ 営業原価 ※１  3,033,992 48.5  3,294,514 50.4  

営業総利益   3,224,608 51.5  3,238,708 49.6  

返品調整引当金戻入額   272 0.0  9 0.0  

差引営業総利益   3,224,880 51.5  3,238,717 49.6 13,836 

Ⅲ 販売費及び一般管理費         

 １ 広告宣伝費  290,191   276,701    

 ２ 役員報酬  70,755   76,354    

 ３ 従業員給与手当  516,136   591,681    

 ４ 従業員賞与  23,540   36,745    

 ５ 賞与引当金繰入額  50,703   50,038    

 ６ 退職給付費用  12,203   17,418    

 ７ 役員退職慰労引当金繰入額  16,200   28,800    

 ８ 法定福利・厚生費  101,538   107,717    

 ９ 通信費  102,946   103,235    

 10 保守料  151,877   156,647    

 11 システム管理費  93,791   100,183    

 12 減価償却費  234,230   237,318    

 13 賃借料  68,800   72,391    

 14 リース料  279,934   155,781    

 15 その他  390,292 2,403,142 38.4 391,568 2,402,582 36.8 △559 

営業利益   821,738 13.1  836,134 12.8 14,396 

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息  5,343   5,443    

２ 有価証券利息  －   19,302    

３ 債務整理益  18,711   8,962    

４ その他  160 24,215 0.4 302 34,011 0.5 9,795 

Ⅴ 営業外費用         

１ 事務所移転関連費用  1,612   －    

２ その他  1,273 2,885 0.0 － － － △2,885 

経常利益   843,069 13.5  870,146 13.3 27,076 

Ⅵ 特別利益         

１ 貸倒引当金戻入益  56   －    

２ 固定資産売却益 ※２ － 56 0.0 1,216 1,216 0.0 1,159 

Ⅶ 特別損失         

１ 固定資産除却損 ※３ 645   99    

２ サイト障害対処費用  41,089 41,735 0.7 － 99 0.0 △41,635 

税引前当期純利益   801,390 12.8  871,262 13.3 69,871 

法人税、住民税及び事業税  365,000   369,000    

法人税等調整額  △51,420 313,580 5.0 △4,686 364,314 5.5 50,734 

当期純利益   487,810 7.8  506,948 7.8 19,137 
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 営業原価明細書 

(単位：千円) 

  

前事業年度 

自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 

当事業年度 

自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

対前期比 

区  分 
注記 

番号 
金 額 構成比 金 額 構成比 増減 

    ％   ％  

Ⅰ 商品仕入原価   438,489 14.4  413,231 12.5 △25,257 

Ⅱ 制作品制作原価   35,193 1.2  38,310 1.2 3,116 

Ⅲ 経費         

 １ 支払手数料  1,833,861   1,906,570    

 ２ 出版経費  699,617   617,764    

 ３ その他  26,830 2,560,310 84.4 318,638 2,842,972 86.3 282,662 

  営業原価   3,033,992 100.0  3,294,514 100.0 260,521 
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 株主資本等変動計算書 

 
当事業年度(自 平成18年３月1日 至 平成19年２月28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 

事業年度中の変動額       

剰余金の配当（注）    △27,500 △27,500 △27,500 

剰余金の配当    △82,500 △82,500 △82,500 

当期純利益    506,948 506,948 506,948 

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額（純額） 
      

事業年度中の変動額合計 － － － 396,948 396,948 396,948 

平成19年２月28日残高 2,892,575 1,342,825 1,342,825 1,633,031 1,633,031 5,868,431 

 

 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 

事業年度中の変動額    

剰余金の配当（注）   △27,500 

剰余金の配当   △82,500 

当期純利益   506,948 

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額（純額） 
△280 △280 △280 

事業年度中の変動額合計 △280 △280 396,667 

平成19年２月28日残高 △2,135 △2,135 5,866,296 

(注) 平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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 キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 

 

前事業年度 

自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日 

当事業年度 

自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 

対前期比 

区  分 
注記 

番号 
金 額 金 額 増減 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

 税引前当期純利益  801,390 871,262  

 減価償却費  234,230 237,318  

 固定資産売却益  － △1,216  

 固定資産除却損  645 99  

 賞与引当金の増加額（△減少額）  △11,394 △665  

 退職給付引当金の増加額（△減少額）  7,199 12,831  

 役員退職慰労引当金の増加額（△減少額）  13,300 25,800  

 営業未収入金の減少額（△増加額）  △563,028 △174,669  

 未収入金の減少額（△増加額）  △18,668 △74,652  

 営業未払金の増加額（△減少額）  248,379 1,558,305  

 預り金の増加額（△減少額）  △276,383 78,158  

 その他（純額）  59,170 120,587  

小計  494,841 2,653,159 2,158,317 

 利息及び配当金の受取額  6,359 15,159  

 法人税等の支払額  △367,291 △407,501  

営業活動によるキャッシュ・フロー  133,909 2,260,817 2,126,907 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

 有価証券の減少額（△増加額）  △3,346,109 2,352,943  

 固定資産の取得による支出  △117,915 △106,206  

 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  

 投資有価証券の償還による収入  － 300,000  

 差入保証金の減少額（△増加額）  △11,843 －  

 長期前払費用の増加額  △1,050 △800  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △4,276,843 2,249,202 6,526,045 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー     

   配当金の支払額  △27,236 △109,478  

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △27,236 △109,478 △82,241 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  △4,170,170 4,400,541 8,570,712 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  9,220,305 5,050,134 △4,170,170 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  5,050,134 9,450,675 4,400,541 
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 利益処分計算書 

(単位：千円) 

  
前事業年度 

平成18年５月23日 

区  分 
注記 

番号 
金 額 

Ⅰ 当期未処分利益   1,236,082 

Ⅱ 利益処分額    

   配当金  27,500 27,500 

Ⅲ 次期繰越利益   1,208,582 

    

(注) 日付は株主総会承認日であります。 
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重要な会計方針 

項  目 

前事業年度 

自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 

当事業年度 

自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

１ 有価証券の評価基準及び評価 

方法 

 

その他有価証券 

(1) 時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法 

なお、評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法に

より算定しております。 

その他有価証券 

(1) 時価のあるもの 

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。 

 (2) 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(2)               

 

２ たな卸資産の評価基準及び評 

価方法 

(1) 商品 

先入先出法による原価法 

(1) 商品 

同左 

 (2) 制作品 

先入先出法による原価法 

(2) 制作品 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方法 

 

(1) 有形固定資産 

定率法 

なお、主な耐用年数は、建物 10～18

年、工具器具備品５～15 年でありま

す。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間(５年

以内)に基づく定額法によっておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

   定額法 

(3) 長期前払費用 

同左 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権は個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

従業員への賞与支給に備えるため、支

給見込額の当事業年度に負担すべき金額

を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 返品調整引当金 

制作品の返品による損失に備えるた

め、返品率等を勘案し、将来の返品にと

もなう損失見込額を計上しております。 

(3) 返品調整引当金 

同左 

 (4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務に基づき

計上しております。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

 (5) 役員退職慰労引当金 

役員への退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 

 

 

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 

６ 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 

７ その他財務諸表作成のための

重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式 

同左 
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会計処理方法の変更 

前事業年度 

自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 

当事業年度 

自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度から「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） 

当事業年度から「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5,866,296千円で

あります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸

借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規則に

より作成しております。 

 

表示方法の変更 

前事業年度 

自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 

当事業年度 

自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

                      （損益計算書） 

営業外収益の「受取利息」に含めて表示していた「有価証券

利息」は、営業外収益の総額の100分の10を超えているため、当

事業年度より区分掲記しております。 

なお、前事業年度の「有価証券利息」は5,227千円でありま

す。 

（キャッシュ・フロー計算書） 

１ 営業活動によるキャッシュ・フローにおいて区分掲記して

いた「貸倒引当金の増加額（△減少額）」は、金額的重要

性が乏しくなったため、当事業年度より「その他（純

額）」に含めて表示しております。 

なお、当事業年度の「その他（純額）」に含まれている
「貸倒引当金の減少額」は58千円であります。 

２ 投資活動によるキャッシュ・フローにおいて区分掲記して

いた「差入保証金の支出」及び「差入保証金の回収による

収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度

より「差入保証金の減少額（△増加額）」として純額表示

しております。 
なお、当事業年度の「差入保証金の支出」は15,370千円、

「差入保証金の回収による収入」は3,526千円であります。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 

平成18年２月28日 

当事業年度 

平成19年２月28日 

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

各科目に含まれているものは、以下のとおりでありま

す。 

営業未収入金     1,323,524千円 

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

各科目に含まれているものは、以下のとおりでありま

す。 

営業未収入金     1,236,150千円 

営業未払金       253,592千円 

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

当する株式数を減ずる旨を定款に定めております。 

発行済株式総数        普通株式  55,000株 

 

                      

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 

自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 

当事業年度 

自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下

のとおりであります。 

営業収入         1,143,738千円 

営業原価         1,694,099千円 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下

のとおりであります。 

営業収入         1,154,630千円 

営業原価         1,766,235千円 

※２                    

 

※３ 固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。 

建物 600千円 

工具器具備品 44千円 

合計 645千円 

  
 

※２ 固定資産売却益の内訳は以下のとおりであります。 

車両運搬具 1,216千円 

※３ 固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。 

工具器具備品 99千円 
 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成18年３月1日 至 平成19年２月28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） 

当事業年度 

増加株式数（株） 

当事業年度 

減少株式数（株） 

当事業年度末 

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 

平成18年10月11日 

取締役会 
普通株式 82,500 1,500 平成18年８月31日 平成18年11月13日 
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 （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

以下のとおり、付議を予定しております。 

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19年５月22日 

定時株主総会 
普通株式 82,500 利益剰余金 1,500 平成19年２月28日 平成19年５月22日 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 

自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 

当事業年度 

自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

現金及び預金 5,050,134千円 

現金及び現金同等物 5,050,134千円 

  
 

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 6,852,145千円 

有価証券 3,597,446千円 

償還期間が取得日から

３ケ月を超える債券等 
△998,916千円 

現金及び現金同等物 9,450,675千円 

  
 

 

（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。 
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（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前事業年度 

平成18年２月28日 

当事業年度 

平成19年２月28日 

取得原価 
貸借対照表日 

における貸借 

対照表計上額 

差額 取得原価 
貸借対照表日 

における貸借 

対照表計上額 

差額 
区分 

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 
      

(1)株式 － － － － － － 

(2)債券       

 ①国債・地方債等 － － － 499,878 499,888 9 

 ②社債 299,961 299,982 20 － － － 

 ③その他 － － － － － － 

(3)その他 － － － － － － 

小計 299,961 299,982 20 499,878 499,888 9 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 
      

(1)株式 241 183 △57 241 182 △58 

(2)債券       

 ①国債・地方債等 239,981 239,976 △5 3,097,906 3,097,558 △348 

 ②社債 1,000,488 998,335 △2,153 800,000 796,809 △3,191 

 ③その他 2,600,654 2,599,733 △921 － － － 

(3)その他 － － － － － － 

小計 3,841,365 3,838,227 △3,137 3,898,147 3,894,549 △3,597 

合計 4,141,326 4,138,209 △3,117 4,398,026 4,394,438 △3,588 

 

２．その他有価証券のうち満期があるものの貸借対照表日後における償還予定額 

前事業年度(平成18年２月28日) 

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 
区分 

（千円） （千円） （千円） （千円） 

(1)債券     

 ①国債・地方債等 239,976 － － － 

 ②社債 800,392 497,925 － － 

 ③その他 2,599,733 － － － 

(2)その他 － － － － 

合計 3,640,101 497,925 － － 
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当事業年度(平成19年２月28日) 

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 
区分 

（千円） （千円） （千円） （千円） 

(1)債券     

 ①国債・地方債等 3,597,446 － － － 

 ②社債 － 796,809 － － 

 ③その他 － － － － 

(2)その他 － － － － 

合計 3,597,446 796,809 － － 

 

（デリバティブ取引関係） 

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。 

 

当事業年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

デリバティブ取引を全く利用していないため該当事項はありません。 

 

（退職給付関係） 

前事業年度 

自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 

当事業年度 

自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設け

ております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

２ 退職給付債務に関する事項 

(1) 退職給付債務 41,539千円

(2) 退職給付引当金 41,539千円

(注) 退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しており

ます。 

２ 退職給付債務に関する事項 

(1) 退職給付債務 54,370千円

(2) 退職給付引当金 54,370千円

(注) 退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しており

ます。 

３ 退職給付費用に関する事項 

(1) 勤務費用 12,203千円

(2) 退職給付費用合計 12,203千円
 

３ 退職給付費用に関する事項 

(1) 勤務費用 17,418千円

(2) 退職給付費用合計 17,418千円
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（税効果会計関係） 

前事業年度 

平成18年２月28日 

当事業年度 

平成19年２月28日 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

  繰延税金資産 

   未払費用 44,509千円

   減価償却費 36,000千円

   賞与引当金 20,534千円

   未払事業税 17,154千円

   退職給付引当金 16,750千円

   電話加入権 11,721千円

   その他 26,252千円

   繰延税金資産合計 172,921千円
 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

  繰延税金資産 

   減価償却費 61,817千円

   退職給付引当金 22,019千円

   賞与引当金 20,265千円

   未払事業税 16,491千円

   未払費用 15,267千円

   電話加入権 11,721千円

   その他 30,214千円

   繰延税金資産合計 177,797千円

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と
の間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注

記を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と
の間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注

記を省略しております。 

 

(持分法損益等) 

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。 

 

当事業年度(自 平成18年３月１日 至 平成19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。 
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（関連当事者との取引） 

前事業年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

１．親会社及び法人主要株主等  

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金 
(千円) 

事業の 
内容 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

営業 
未収入金 
(注)２ 

1,153,035 
販売手数料 
支払 

1,687,967 
営業 
未払金 

112,997 

チケットシ
ステム収入 

791,648 
営業 
未収入金 

139,895 

雑誌広告 
収入 

352,078 
営業 
未収入金 

30,593 

未収入金 97,320 

未払金 4,331 

親会社 
㈱ 
ローソン 

大阪府 
吹田市 

58,506,644 

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

(被所有) 
直接 50.8 

兼任２人 
チケット 
の販売 
委託等 

広告宣伝費 
受入 

197,595 

前受金 7,314 

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

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

ります。 

３ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

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

び決済方法等を考慮して決定しております。 

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

して決定しております。 

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

しております。 

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

 

２．役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金 
(千円) 

事業の 
内容 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

営業 
未払金 
(注)２ 

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

兵庫県 
神戸市 

98,000 
サッカー 
クラブ運営 

－ 兼任１人 
チケット 
の販売 
受託等 

販売手数料 
収入等 

21,519 
営業 
未収入金 

917 

営業 
未払金 
(注)２ 

73,720 
販売手数料 
収入 

111,117 
営業 
未収入金 

8 

雑誌広告 
収入 

7,000 － － 

役員及 
びその 
近親者 
が議決 
権の過 
半数を 
所有し 
ている 
会社等 
(当該 
会社等 
の子会 
社を含 
む) 

㈱ウエス 
(注) 
４－(2) 

札幌市 
西区 

10,000 

音楽興行 
ならびに 
各種催事の 
企画・運営 

(被所有) 
直接 1.5 

兼任１人 
チケット 
の販売 
受託等 

広告宣伝費 
支払 

1,338 － － 

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

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

ます。 

３ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

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

４ 役員及びその近親者の議決権の所有割合 

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

(2) 当社役員小島紳次郎及びその近親者が100.0％を直接所有しております。 
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当事業年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

１．親会社及び法人主要株主等  

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金 
(千円) 

事業の 
内容 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

営業 
未収入金 
(注)２ 

1,124,621 
販売手数料 
支払 

1,755,819 
営業 
未払金 

252,357 

チケットシ
ステム収入 

808,160 
営業 
未収入金 

71,670 

広告営業 
収入 

335,534 
営業 
未収入金 

28,475 

未収入金 130,066 

未払金 6,135 

前受金 19,306 

親会社 
㈱ 
ローソン 

大阪府 
吹田市 

58,506,644 

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

(被所有) 
直接 50.8 

兼任２人 
チケット 
の販売 
委託等 

広告宣伝費 
受入 

383,777 

預り金 4,174 

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

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

ります。 

３ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

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

び決済方法等を考慮して決定しております。 

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

して決定しております。 

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

しております。 

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

 

２．役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金 
(千円) 

事業の 
内容 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

営業 
未払金 
(注)２ 

3,630 
㈱クリム
ゾンフッ
トボール
クラブ 
(注) 
４－(1) 

兵庫県 
神戸市 

98,000 
サッカー 
クラブ運営 

－ 兼任１人 
チケット 
の販売 
受託等 

販売手数料 
収入等 

13,903 
営業 
未収入金 

841 

販売手数料 
収入 

85,791 
営業 
未払金 
(注)２ 

37,677 

広告営業 
収入 

3,000 － － 

役員及 
びその 
近親者 
が議決 
権の過 
半数を 
所有し 
ている 
会社等 
(当該 
会社等 
の子会 
社を含 
む) 

㈱ウエス 
(注) 
４－(2) 

札幌市 
西区 

10,000 

音楽興行 
ならびに 
各種催事の 
企画・運営 

(被所有) 
直接 0.8 

兼任１人 
チケット 
の販売 
受託等 

広告宣伝費 
支払 

30,310 未払金 23,898 

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

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

ます。 

３ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

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

４ 役員及びその近親者の議決権の所有割合 

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

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

５ 三木谷浩史氏につきましては、平成19年３月７日付で当社取締役を辞任しております。 
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（１株当たり情報） 

項  目 

前事業年度 

自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 

当事業年度 

自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

１株当たり純資産額 99,447円79銭 106,659円93銭 

１株当たり当期純利益 8,869円28銭 9,217円24銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式がないため記載し

ておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式がないため記載し

ておりません。 

 

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

 

前事業年度 

自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 

当事業年度 

自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

損益計算書上の当期純利益 (千円) 487,810 506,948 

普通株主に帰属しない金額 (千円) － － 

普通株式に係る当期純利益 (千円) 487,810 506,948 

普通株式の期中平均株式数 (株) 55,000 55,000 

 

（重要な後発事象） 

前事業年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日） 

  該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

  該当事項はありません。 
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 役員の異動（平成19年５月22日付予定） 

１．代表者及び代表取締役の異動 
 

該当事項はありません。 

 

２．新任取締役候補 
 

取 締 役   野 林 徳 行  （現 株式会社ローソン 

マーケティングステーションディレクター） 

 

（注） 新任取締役候補の野林徳行は、会社法２条第15号に定める社外取締役の要件を満たすことと

なります。 

 

３．新任補欠監査役候補 
 

 補 欠 監 査 役   宮 下 正 博  （現 株式会社ローソン 

 監査指導ステーションディレクター） 
 

（注） 新任補欠監査役候補の宮下正博は、会社法２条第16号に定める社外監査役の要件を満たすこ

ととなります。 

 

４．退任予定取締役 
 

 岡 田   稔   （現 取締役会長） 

 

５．退任予定監査役 
 

 小 川 広 通   （現 非常勤監査役） 

 

なお、役員の異動につきましては、平成19年４月11日開催の取締役会において決議されたものであ

ります。 




