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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 100,028 4.0 177 269.6 170 379.6 194 －

18年３月期 96,190 12.3 47 － 35 － △388 －

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

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 19 61 － － 4.6 0.6 0.2

18年３月期 △44 06 － － △14.1 0.1 0.0

（参考）持分法投資損益 19年３月期 3百万円 18年３月期 23百万円

(2）連結財政状態

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

19年３月期 32,605 4,533 13.9 433 11

18年３月期 27,551 4,086 14.8 412 96

（参考）自己資本 19年３月期 4,285百万円 18年３月期 4,086百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 3,349 △1,549 897 13,333

18年３月期 3,451 △674 2,156 10,638

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － － － － － － － － 0 00 － － －

19年３月期 － － － － － － － － 0 00 － － －

20年３月期（予想） － － － － － － － － 0 00 － － －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 53,500 1.2 △630 － △650 － △550 － △55 46

通期 103,000 3.0 △900 － △950 － △1,200 － △121 00

－ 1 －



４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　有

新規 2社
（社名 北京尚雅科技発展有限公司・

　 　　北京尚雅英博広告有限公司）
除外 －社  

（注）詳細は、８ページ「２．企業集団の状況」をご覧ください。

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、28ページ「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」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 9,917,613株 18年３月期 9,917,613株

②　期末自己株式数 19年３月期 22,337株 18年３月期 22,277株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、43ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 99,314 3.7 410 △22.3 393 △19.9 85 24.0

18年３月期 95,727 13.0 528 － 490 － 68 －

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

円 銭 円 銭

19年３月期 8 63 － －

18年３月期 7 81 － －

(2）個別財政状態

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

19年３月期 32,717 5,125 15.7 518 02

18年３月期 27,979 5,036 18.0 508 93

（参考）自己資本 19年３月期 5,125百万円 18年３月期 5,036百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 53,000 0.9 △530 － △550 － △550 － △55 46

通期 102,000 2.7 △800 － △850 － △1,200 － △121 00

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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３ページを参照して下さい。

ぴあ㈱（４３３７）平成 19 年３月期決算短信

－ 2 －



１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

ａ.当期の業績概要 

　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、当年度期初以来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参りま

した。この結果、この間上場以降の事業戦略の中心となる「電子チケットぴあ事業」の定着・拡大が全社業績改善を

力強く牽引するとともに、全事業セグメントで２期連続の黒字基調を辿るなど全社事業収益構造改革も着実に進展し、

連結売上高は、1000億28百万円と創業以来始めての1000億円台乗せを示現するとともに、４期ぶりの連単当期純損益

の黒字化（連結当期純利益１億94百万円<前年度当期純損失３億88百万円>、単体当期純利益85百万円<前年度当期純利

益68百万円>）という経営成績を達成いたしました。

   

  当期における事業内容・業績の特徴を敷衍しますと、

① チケット事業におきましては、「電子チケットぴあ事業」が、国内外の大型興行の取扱等による音楽、スポーツを

中心にチケット販売売上が２期連続して対前年度比110％以上の高伸を持続（対前年同期比 110.7％）すると共に、＠

ぴあ会員が事業開始３年半で300万人を超えるなど順調な拡大を示し（平成19年３月末322万人、平成18年３月末214万

人）、同時にインターネット販売比率もほぼ35％に着実に上昇（当期34.6％、前期29.0％）いたしました。

　この結果、チケット事業は、売上高896億27百万円（対前年度比108.7％）、営業利益15億38百万円（対前年度比

122.2％）と前年度比大幅増収増益基調を着実に辿っております。

② 出版事業については、前年度下期以降の発刊・配本抑制策や原価・経費の削減努力等の各種リストラクチャリング

効果の発現等から、２期連続して黒字となり、事業構造改革の着実な進展の中、売上高68億83百万円（対前年度比

70.7％）、営業利益１億85百万円（対前年度比44.6％）となりました。

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の収益顕在化や各種大型イベントに係る総合的プロモー

ション受託等が寄与し増益傾向を示し、売上高35億17百万円（対前年度比88.2％）、営業利益２億41百万円（対前年

度比283.7％）となりました。

④ この間、全社コーポレートコストは、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的投資事業ス

タートに伴う投資的経費の計上はありましたが、全社的なコスト削減を着実に進める中、17億89百万円（対前年比

104.5％）に止まりました。

⑤ なお、特別利益（連結ベース）としては、関係会社の第三者割当増資による持分変動に伴い、会計上認識された

「持分変動によるみなし売却益」（１億32百万円）、投資有価証券売却益（１億88百万円）及び投資有価証券清算益

（81百万円）を計上する一方、特別損失としては、次期以降の中期的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（貸倒引当金繰入額53百万円）、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の実施（固定資産除却損１億20百万円）、更には投資有価証券の保守

的会計処理の実行（投資有価証券評価損８百万円）や訴訟による和解金計上（89百万円）等を実施いたしました。

　

  以上の結果、当会計年度の連結業績では、売上高1000億28百万円（対前年度比104.0％）、営業利益１億77百万円百

万円（対前年度比369.7％）、経常利益１億70百万円（対前年度比479.6％）、当期純利益１億94百万円（対前年度比

５億82百万円良化）となり、単体業績では、単体売上高993億14百万円（対前年度比103.7％）、営業利益４億10百万

円（対前年度比77.7％）、経常利益３億93百万円（対前年度比80.2％）、当期純利益85百万円（対前年度比124.0％）

となりました。

 

ｂ.次期の見通し 

　当社グループでは、この間、平成15年10月にスタートした「電子チケットぴあ事業」の定着・拡大を牽引とする全

社事業収益構造改革を強力に推進して参りましたが、次年度（平成20年３月期）においては、当該期が創業35周年を

迎えるに当たり当社グループの「新たな飛躍と変革」を目指し、中期的企業価値向上に資する３年後の連結財務目標

達成に向けて更なる経営努力を続けます。

　即ち、以下の事業展開によって、３年後の平成22年３月期には、当社グループでの連結売上高1200億円（平成19年

３月期実績1000億円）、ROE15％以上（平成19年３月期4.6％）、配当15円復配（平成19年３月期無配）の連結財務目

標の実現を目指します。

　具体的には、

①既存のチケット事業では、業界内での圧倒的なポジションの獲得と320万人を超え着実に増加している＠ぴあ会員
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　等の方々への幅広いサービスの提供を図り、成長と収益拡大を目指します。

②出版・情報サービス他事業においては、大きく変貌するメディアコンテンツ市場への対応とともに、事業収益構造

　の更なる改革に注力いたします。

③同時に、事業領域の拡大と深化を企図した新たな成長事業軸の構築を戦略的アライアンスも含め早期に実現して

　参ります。

以上のような３年後の財務目標達成を目指したスタート年度となる次年度につきましては、

① チケット事業においては、更新期を迎えた現行チケッティングシステムを質量ともに大きくヴァージョンアップ

　する新世代システムへ安定的、かつ確実に移行させ、翌年度以降の相当額のシステムコストダウンの実現を確実な

　ものにすると共に将来の売上高1000億円を展望した業務効率化とシステム的拡張性を確保し、加えて新たなサービ

　スの提供をしていく一方、320万人を超え順調に増加している＠ぴあ会員等への日常的サービス開発への着手を進

　めます。

② 出版・情報サービス他事業では、雑誌とネットのクロスメディア事業展開を大胆に進め、より収益性の高い事業

　 推進を図って参ります。

③ 新規成長事業展開に関しましては、（株）NANOぴあとの地域・狭域コンテンツプラットフォーム事業の推進や、

　レジャーエンタテインメント領域と密接不可分な各種生活領域への事業開発等に注力して参ります。

　この結果、次年度につきましては、安定的経営基盤獲得のためには避けては通れない、新世代チケッティングシス

テムへの確実・安全な移行のための現行システムとの併行運用等による一時的コストが嵩むこと（約11億円）、及び

新規成長事業投資（約５億円）を織り込むことから、連結ベースで、売上高1030億円、営業損失９億円、経常損失９

億５千万円、当期純損失12億円、単体ベースで、売上高1020億円、営業損失８億円、経常損失８億５千万円、当期純

損失12億円、と一時的な赤字を見込んでおります。

　しかしながら、平成21年３月期には、上記の一時的なシステム移行コストの剥落と新システム稼動によるシステム

コストダウン効果の具現化から、安定的黒字基盤の整備が実現し、３年後の平成22年３月期には上述財務目標を着実

にクリアーし、いよいよ一段の中期的成長のパスへの移行に注力して参る所存です。
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(2）財政状態に関する分析

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

シュ・フローでの33億48百万円の増加及び金融機関からの借入金（14億65百万円）を実行した結果、前連結会計年度

末と比べ26億94百万円増加し、当連結会計年度末には、133億33百万円（前年同期比125.3％）となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

　営業活動の結果得られた資金は、33億49百万円（前年同期比97.0％）となりました。これは、資金増加要因の売上

債権の減少及び仕入債務の増加によるものであります。　

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

　投資活動の結果使用した資金は、15億49百万円（前年同期比229.6％）となりました。主に、無形固定資産の取得に

よる支出（「電子チケット」事業のシステム開発等）によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

　財務活動の結果得られた資金は、８億97百万円（前年同期比41.6％）となりました。これは、主に、金融機関から

の借入金の実行によるものであります。

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

第３０期

平成15年３月

第３１期

平成16年３月

第３２期

平成17年３月

第３３期

平成18年３月

第３４期

平成19年３月

自己資本比率 23.8% 18.2% 5.6% 14.8% 13.1%

時価ベースの自己資本比率 68.3% 91.6% 82.4% 65.3% 54.4%

債務償還年数 1.4年 － － 1.4年       1.6年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 213.7 － － 88.9 93.8

（注）自己資本比率：自己資本／総資産

　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　　　1.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

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

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

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

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

ます。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  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

沿えるよう安定した配当を継続していくことが基本方針であります。

　しかしながら、当期及び次期は、財務体質強化のため不可避の期間であることのご理解をいただき、誠に遺憾で

はありますが、引き続き配当を見送り、無配を予定いたします。ただし、上述の３年後財務目標に掲げたように、

平成22年３月期には従来の普通配当レベル（15円配当）に復するよう全力を挙げて経営努力をして参る所存です。

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

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

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

(4）事業等のリスク

　　　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等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（経常利益）は、以下の通り推移しております。

　　　出版事業の売上及び利益は、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（経常利益）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（経常利益）の状況としましては、業績（経常利益）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。

　　　　また、平成19年３月期の業績につきましては、「１．経営成績 (1)経営成績に関する分析 a.当期の業績概要」

　　　に記載しましたとおりであります。当社グループの成長戦略を展開していく上では、ＩＣチップ搭載の携帯電話

　　　やＩＣカードの普及等デジタルネットワーク社会での技術革新のスピード等も少なからず業績を左右する可能性

　　　があります。

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

上期 下期 上期 下期 上期 下期

売上高

（百万円） 42,637 42,987 51,190 44,999 52,888 47,139

構成比（％） 49.8 50.2 53.2 46.8 52.9 47.1

経常利益

（百万円） △1,355 △485 △731 766 △73 243

構成比（％） 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、当連結会計年度末において、133億33百万円となっており、前連結会計

　　　年度末に比べ26億94百万円（前年同期比125.3%）増加となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フロ

　　　ーでの33億48百万円の増加及び金融機関からの借入金（14億円65百万円）を実行した結果であります。

　　　　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、来

　　　期以降のキャッシュ・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。
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　　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

　　　響を与える可能性があります。

　　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

　　　　当社グループは、平成17年４月１日の「個人情報保護に関する法律」施行を踏まえ、既にグループ内において

　　　「個人情報取扱ガイドライン」により個人情報の取り扱い管理の向上を図っておりますが、平成18年４月のＣＳ

　　　Ｒ推進部設置に併せ、セキュリティーをより強化するため、ネットワークからの不正アクセス防止対策の強化並

　　　びにアクセス権限管理の厳密化等により一層の対策の強化を図っております。

　　　　また、ＣＳＲへの取り組みとして、ＣＳ(カスタマー・サティスファクション)よるお客様へのサービス向上は

　　　もとより、緊急事態への対応としてのリスクマネージメントにも現在取組んでいる最中であり、よりお客様に信

　　　頼される企業を目指して鋭意努めております。

　　　　上述のように、個人情報の管理も含めＣＳＲ全般に取組んでおり、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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２．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９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
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 （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㈱」、「PIA ASIA PACIFIC CO., LIMITED」「北京尚雅科技

　　　発展有限公司」及び「北京尚雅英博広告有限公司」があります。　　　
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針
 
  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）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。

(3）中長期的な会社の経営戦略
 
　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の不断の進化を図りつつ、中期的な事業成長と収益性向上による中長期的な

企業価値向上に努めております。

　この間、平成15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「電子チケットぴあ事業」をスタート

させ、その定着・拡大を牽引とする全社事業収益構造改革を強力に推進して参りましたが、平成19年度が創業35周

年を迎えるに当たり、当社グループの「新たな飛躍と変革」を目指すべく３年後の連結財務目標を設定し、その達

成に向け経営努力を重ねて参ります。

　具体的には、

　①既存のチケット事業では、業界内での圧倒的なポジションの獲得と320万人を超え着実に増加している＠ぴあ会

員等の方々への幅広いサービスの提供を図り、成長と収益拡大を目指します。

　②出版・情報サービス他事業においては、メディアコンテンツ市場での当社グループのリポジショニングを展望

し、事業収益構造の更なる改革に注力いたします。

　③同時に、事業領域の拡大、進化を企図した新たな成長事業軸の構築を戦略的アライアンスも含め早期に実現し

て参ります。

　④以上のような事業展開によって、３年後の平成21年度には、当社グループでの連結売上高1200億円（平成19年

３月期実績1000億円）、ROE15％以上（平成19年３月期4.5％）、配当15円復配（平成19年３月期無配）の連結財務

目標の達成を目指して参ります。

　そして、こうした目標を着実にクリアーし、中長期的な更なる成長と収益のパスへの速やかな移行に努めて参り

ます。

(4）会社の対処すべき課題
 
　当年度は、４期振りに連単当期純損益の黒字化を実現し、全事業セグメントでも２期連続の黒字を達成するなど、

安定的な黒字収益基調の形成が進捗しつつあると認識しております。

　次年度は、当社グループの中心であるチケット事業の基盤を成す新世代チケッティングシステムへ安定的かつ確

実に移行させ、翌年度以降のチケット事業の更なる成長と収益性向上を確実にする一方、出版・情報サービス他事

業でも、雑誌とネットのクロスメディア展開を大胆に進め、収益基盤の強化を図っていくことが、より強固な黒字

収益基盤形成上、極めて重要な経営課題と認識しております。更に、中長期的な事業領域の拡大に結びつく新規成

長事業への着手も、戦略的なアライアンスも含め、積極的に実行して参ることが肝要と考えております。

(5）その他、会社の経営上重要な事項
 
該当する事項はありません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年3月31日）
当連結会計年度

（平成19年3月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 10,738,793 13,433,275 2,694,481

２．受取手形及び売掛金 ※２ 10,927,089 12,513,959 1,586,870

３．たな卸資産 165,997 118,646 △47,351

４．繰延税金資産 174,589 2,972 △171,617

５．その他 643,076 854,787 211,710

貸倒引当金 △21,009 △24,887 △3,878

流動資産合計 22,628,537 82.1 26,898,753 82.5 4,270,215

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 61,680 63,705

減価償却累計額 37,313 24,366 40,549 23,156 △1,209

(2）工具器具及び備品 128,523 132,690

減価償却累計額 86,125 42,398 89,303 43,387 989

(3）土地 6,240 6,240 －

有形固定資産合計 73,004 0.3 72,784 0.2 △220

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 1,521,895 980,563 △541,332

(2）ソフトウェア仮勘定 1,048,566 2,463,844 1,415,277

(3) 連結調整勘定 433,881 － －

(4) のれん － 291,860 －

(5）その他 76,949 67,215 △9,734

無形固定資産合計 3,081,293 11.2 3,803,483 11.7 722,189

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※１ 598,197 820,003 221,805

(2) 長期貸付金  256,927 205,541 △51,385

(3）敷金保証金 499,488 474,678 △24,810

(4）繰延税金資産 48,203 4,117 △44,086

(5）その他 626,826 497,313 △129,512

貸倒引当金 △261,366 △171,430 89,936

投資その他の資産合計 1,768,276 6.4 1,830,223 5.6 61,947

固定資産合計 4,922,574 17.9 5,706,491 17.5 783,916

資産合計 27,551,112 100.0 32,605,244 100.0 5,054,132
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前連結会計年度

（平成18年3月31日）
当連結会計年度

（平成19年3月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 15,949,321 19,905,654 3,956,332

２．短期借入金 － 765,900 765,900

３．１年内返済予定長期借
入金

320,000 401,000 81,000

４．１年内償還予定社債 － 1,500,000 1,500,000

５．未払金 830,619 926,738 96,119

６．未払法人税等 38,784 32,232 △6,552

７．賞与引当金 162,567 175,886 13,319

８．返品調整引当金 294,000 141,000 △153,000

９. 持分法適用に伴う負
　　債 

108,800 81,619 △27,180

10．その他 831,904 1,092,865 260,961

流動負債合計 18,535,997 67.3 25,022,897 76.7 6,486,899

Ⅱ　固定負債

１．社債 3,690,000 1,610,000 △2,080,000

２．長期借入金 680,000 979,000 299,000

３．長期未払金 66,406 31,562 △34,844

４．退職給付引当金 52,535 52,300 △234

５．役員退職慰労引当金 119,759 125,773 6,013

６．預り営業保証金 236,020 241,320 5,300

７．繰延税金負債 6,415 8,995 2,580

固定負債合計 4,851,137 17.6 3,048,952 9.4 △1,802,184

負債合計 23,387,134 84.9 28,071,849 86.1 4,684,714

（少数株主持分）

少数株主持分 77,609 0.3 － － －

（資本の部）

Ⅰ　資本金  ※３ 3,475,358 12.6 － － －

Ⅱ　資本剰余金 1,933,825 7.0 － － －

Ⅲ　利益剰余金 △1,268,641 △4.6 － － －

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

8,522 0.0 － － －

Ⅵ　自己株式  ※４ △61,043 △0.2 － － －

資本合計 4,086,367 14.8 － － －

負債、少数株主持分及び
資本合計

  27,551,112 100.0  － － －
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前連結会計年度

（平成18年3月31日）
当連結会計年度

（平成19年3月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  3,475,358 10.7 －

２．資本剰余金   － －  1,933,825 5.9 －

３．利益剰余金   － －  △1,074,603 △3.3 －

４．自己株式   － －  △61,152 △0.2 －

　　株主資本合計   － －  4,273,427 13.1 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  13,112 0.0 －

２．為替換算調整勘定   － －  △837 △0.0 －

　　評価・換算差額等合計   － －  12,274 0.0 －

Ⅲ　少数株主持分   － －  247,692 0.8 －

純資産合計   － －  4,533,395 13.9 －

負債純資産合計   － －  32,605,244 100.0 －
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(2）連結損益計算書

  
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)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 96,190,263 100.0 100,028,588 100.0 3,838,325

Ⅱ　売上原価 85,195,988 88.6 89,260,774 89.2 4,064,786

売上総利益 10,994,274 11.4 10,767,814 10.8 △226,460

返品調整引当金戻入額 304,000  294,000  △10,000

返品調整引当金繰入額 294,000  141,000  △153,000

差引売上総利益 11,004,274 11.4 10,920,814 10.9 △83,460

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．荷造運送費 392,177 337,484

２．宣伝販促費 754,343 768,546

３．販売手数料 1,668,061 1,590,039

４．貸倒引当金繰入額 7,077 13,770

５．役員報酬 229,371 271,208

６．給与手当及び賞与 3,637,296 3,669,180

７．賞与引当金繰入額 152,486 164,597

８．退職給付費用 244,230 274,435

９． 役員退職慰労引当金繰入額 － 7,493

10．福利厚生費 419,084 463,193

11．旅費交通費 204,895 226,120

12．通信費 133,631 132,311

13．賃借料 823,830 744,366

14．業務委託費 934,155 852,159

15．減価償却費 55,298 7,987

16. 連結調整勘定償却額 256,518 －

17．のれん償却額 － 142,020

18．その他 1,043,906 10,956,366 11.3 1,078,807 10,743,723 10.7 △212,643

営業利益 47,908 0.1 177,090 0.2 129,182
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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)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 1,811 12,344

２．受取配当金 3,269 3,500

３．持分法による投資利益 23,024 3,051

４．諸債務整理益 5,441 1,412

５．その他 9,972 43,518 0.0 8,906 29,214 0.0 △14,303

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 39,558 35,552

２．社債発行費 13,560 －

３．新株発行費 1,520 －

４．その他 1,322 55,961 0.1 666 36,218 0.0 △19,742

経常利益 35,465 0.0 170,086 0.2 134,621

Ⅵ　特別利益

　１．データベース売却益 116,127 －

　２．投資有価証券売却益 28,326 188,992

３．社債買入消却益 22,600 －

４．貸倒引当金戻入益 16,468 －

５．退職給付制度変更益 98,622 －

６．投資有価証券清算益 － 81,819

７．持分変動によるみなし売
却益

※２ － 282,144 0.3 132,969 403,782 0.4 121,637

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※１ 211,330 120,888

２．固定資産売却損 8,129 －

３．投資有価証券評価損 85,720 8,370

４．貸倒引当金繰入額 181,215 53,522

５．業務委託契約解約違約金 85,928 －

６．役員保険解約違約金 3,107 2,335

７．リース解約違約金 25,072 －

８．訴訟和解金 － 89,000

９．社債買入消却損 － 600,503 0.6 400 274,516 0.3 △325,987

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純
損失(△)

△282,893 △0.3 299,352 0.3 582,245

ぴあ㈱（４３３７）平成 19 年３月期決算短信

－ 16 －



  
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)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

法人税、住民税及び事業
税

27,100 21,756

法人税等調整額 115,213 142,313 0.1 215,135 236,891 0.2 94,578

少数株主損失(△) △36,412 △0.0 △131,577 △0.1 △95,165

当期純利益又は当期純
損失(△)

△388,794 △0.4 194,038 0.2 582,833
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  
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)

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 2,431,514

Ⅱ　資本剰余金増加高

　１．新株予約権付社債の株式
への転換

749,801  

　２．新株予約権の行使による
新株の発行

745,088 1,494,889

Ⅲ　資本剰余金減少高　   

　　　資本準備金取崩額 1,992,579 1,992,579

Ⅳ　資本剰余金期末残高 1,933,825

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 △3,014,968

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．資本準備金取崩額 1,992,579  

２．連結子会社減少による増
加

142,542 2,135,121

Ⅲ　利益剰余金減少高   

１．当期純損失 388,794  

２．配当金 － 388,794

Ⅳ　利益剰余金期末残高 △1,268,641
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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 △1,268,641 △61,043 4,079,498

連結会計年度中の変動額

当期純利益   194,038  194,038

自己株式の取得    △108 △108

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 194,038 △108 193,929

平成19年３月31日　残高（千円） 3,475,358 1,933,825 △1,074,603 △61,152 4,273,427

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 4,163,977

連結会計年度中の変動額

当期純利益     194,038

自己株式の取得     △108

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

4,589 815 5,404 170,082 175,487

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

4,589 815 5,404 170,082 369,417

平成19年３月31日　残高（千円） 13,112 △837 12,274 247,692 4,533,395
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

税金等調整前当期純利益
又は当期純損失（△）

△282,893 299,352 582,245

減価償却費 868,226 581,325 △286,900

新株発行費 1,520 － △1,520

社債発行費 13,560 － △13,560

連結調整勘定償却額 256,518 － △256,518

のれん償却額 － 142,020 142,020

退職給付引当金の増減額
（△：減少）

△238,717 △234 238,483

貸倒引当金の増減額
（△：減少）

145,697 △86,057 △231,754

返品調整引当金の増減額
（△：減少）

△10,000 △153,000 △143,000

受取利息及び受取配当金 △5,080 △15,844 △10,764

支払利息 39,558 35,552 △4,006

投資有価証券評価損 85,720 8,370 △77,350

投資有価証券売却益 △28,326 △188,992 △160,666

投資有価証券清算益 － △81,819 △81,819

持分変動によるみなし売
却益

－ △132,969 △132,969

固定資産売却損 8,129 － △8,129

固定資産除却損 211,330 120,888 △90,441

社債買入消却益 △22,600 － 22,600

持分法による投資利益 △23,024 △3,051 19,972

売上債権の増減額 742,532 △1,586,870 △2,329,403

たな卸資産の増減額 34,701 47,351 12,649

仕入債務の増減額（△：
減少）

2,312,219 3,956,332 1,644,112

未払金の増減額
（△：減少）

△314,454 267,045 581,500

その他 △278,819 187,453 466,273

小計 3,515,797 3,396,851 △118,946
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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)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

利息及び配当金の受取額 5,832 16,536 10,704

利息の支払額 △38,841 △35,708 3,133

役員退職慰労金の支払額 △3,003 △1,479 1,523

法人税等の支払額 △28,647 △27,022 1,625

営業活動によるキャッシュ・
フロー

3,451,136 3,349,177 △101,959
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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)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

長期貸付金の回収による
収入

－ 51,385 51,385

有形固定資産の取得によ
る支出

△15,645 △8,280 7,364

無形固定資産の取得によ
る支出

△782,597 △1,703,608 △921,010

子会社株式取得による支
出

△53,400 － 53,400

関連会社株式取得による
支出

△91,200 － 91,200

投資有価証券の売却によ
る収入

297,904 204,992 △92,911

投資有価証券の取得によ
る支出

△26,625 △147,000 △120,375

投資有価証券清算による
収入

－ 106,819 106,819

長期前払費用の取得によ
る支出 

－ △25,000 △25,000

その他 △3,097 △28,909 △25,811

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△674,660 △1,549,600 △874,939
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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)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

短期借入金の純増加額 － 765,900 765,900

長期借入れによる収入 － 700,000 700,000

長期借入金の返済による
支出

△320,000 △320,000 －

社債の発行による収入  ※３ 1,486,439 － △1,486,439

新株予約権の行使による
収入 

 ※３ 1,488,845 － △1,488,845

社債の償還による支出 △587,400 △580,000 7,400

自己株式の取得による支
出 

△940 △108 832

連結子会社の株式発行に
よる収入 

90,000 332,304 242,304

少数株主への配当金の支
払額

△750 △250 500

財務活動によるキャッシュ・
フロー

2,156,194 897,846 △1,258,348

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

－ △2,941 △2,941

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額(△：減少)

4,932,670 2,697,423 △2,235,247

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

5,776,035 10,638,793 4,862,758

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期末
残高

※１ 10,638,793 13,333,275 2,694,481
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自　平成17年4月１日
　至　平成18年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年4月１日
　至　平成19年3月31日)

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　７社

　主要な連結子会社名は、「１．企業集団

の状況(2)当社グループの事業の系統図」

に記載しているため、省略しておりま

す。

なお、ぴあインターナショナル㈱及びPIA 

ASIA PACIFIC.,C0 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㈱につい

ては全ての株式を売却したため、連結の範

囲から除いております。ただし、売却日ま

での損益計算書及びキャッシュ・フロー計

算書ならびに剰余金計算書は連結しており

ます。

また、ぴあデジタルマップ㈱は、けっこん

ぴあ㈱に、㈱グルメぴあは、ぴあモバイル

㈱に、それぞれ商号を変更いたしました。

連結子会社の数　９社

　主要な連結子会社名は、「２. 企業集団

の状況(2)当社グループの事業の系統図」

に記載しているため、省略しておりま

す。

なお、北京尚雅科技発展公司及び北京尚雅

英博広告有限公司については、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。

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

２社

　チケットぴあ名古屋（株）

　(株)ＮＡＮＯぴあ

　なお、㈱ＮＡＮＯぴあについては、新た

に株式を取得したことから、当連結会計年

度より持分法適用の関連会社に含めており

ます。　

(1) 持分法適用の関連会社数

２社

　チケットぴあ名古屋（株）

　(株)ＮＡＮＯぴあ　

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

  連結子会社のうち、北京尚雅科技発展有

限公司及び北京尚雅英博広告有限公司の決

算日は12月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、１月１日から連結決算日３月31日

までの期間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っております。
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項目
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)

当連結会計年度
(自　平成18年4月１日
　至　平成19年3月31日)

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ　有価証券

(イ）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）

イ　有価証券

(イ）その他有価証券

時価のあるもの

 　　　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）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

ロ　デリバティブ

　金利スワップ契約については、特例処

理の要件を満たすため時価評価せず、そ

の金銭の受払の純額を金利変換の対価と

なる負債に係る利息に加減して処理して

おります。

ロ　デリバティブ

同左

ハ　たな卸資産

(1）製品及び商品

　総平均法に基づく原価法

ハ　たな卸資産

同左

(2）仕掛品

　総平均法に基づく原価法

(3）貯蔵品

　総平均法に基づく原価法

(2)重要な減価償却資産の減

価償却の方法

イ　有形固定資産

　定率法

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

イ　有形固定資産

　　　　　　　同左

 

建物及び構築物 3～50年

工具器具及び備品 2～10年

ロ　無形固定資産

　定額法

　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては社内における利用可能期間（３～５

年）に基づく定額法によっております。

ロ　無形固定資産

　　　　　　　同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成17年4月１日
　至　平成18年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年4月１日
　至　平成19年3月31日)

(3)重要な引当金の計上基準 イ　貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

イ　貸倒引当金

　　　　　　　同左

ロ　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額を計上しております。

ロ　賞与引当金

同左

ハ　返品調整引当金

　製品の返品による損失に備えるため、

法人税法の規定に基づく繰入限度相当額

（売掛金基準）のほか、内容により個別

に必要と認められる額を計上しておりま

す。

ハ　返品調整引当金

同左

ニ　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上しており

ます。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（10年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理することと

しております。

 (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。

ニ　退職給付引当金

　　 従業員の退職給付に備えるため、当

  　連結会計年度末における退職給付債務

　　及び年金資産の見込額に基づき計上し

　　ております。 

 　　 数理計算上の差異は、各連結会計年

    度の発生時における従業員の平均残存

    勤務期間以内の一定の年数（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。

ホ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

親会社は役員退職慰労金内規に基づく期

末要支給額を計上しております。

ホ　役員退職慰労引当金

同左

　 (4)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

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。

 

  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

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純資産の部に

おける為替換算調整勘定に含めております。
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項目
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)

当連結会計年度
(自　平成18年4月１日
　至　平成19年3月31日)

(5)重要なリース取引の処理

方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

(6)重要なヘッジ会計の方法 イ　ヘッジ会計方法

　金利スワップ取引については、特例処

理の要件を満たすものについては、特例

処理によっております。

イ　ヘッジ会計方法

同左

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段：金利スワップ

　ヘッジ対象：借入金利息

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ハ　ヘッジ方針

　財務活動に係る金利リスクをヘッジす

る目的でデリバティブ取引を行っており

ます。

ハ　ヘッジ方針

同左

 ニ　ヘッジ有効性評価の確認

　金利スワップ取引については、特例処

理の要件に該当するかの判断をもって、

ヘッジ有効性の評価に代えております。

ニ　ヘッジ有効性評価の確認

同左

(7)その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

イ　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

イ　消費税等の会計処理

　　　　　　　同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法によっております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定は、５年間で均等償却する

こととしております。

　ただし、金額が僅少な場合は発生した期

の損益として処理しております。

同左

７．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

――――――― 

 

  のれん及び負ののれんの償却については、

５年間で均等償却することとしておりま

す。

　ただし、金額が僅少な場合は発生した期

の損益として処理しております。

８．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分または損失処理について、連結会計年度

中に確定した利益処分または損失処理に基

づいて作成しております。

同左

９．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、要求払預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から満期日ま

たは償還日までの期間が３ケ月以内の短期

投資からなっております。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
(自　平成17年4月１日
　至　平成18年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年4月１日
　至　平成19年3月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

―――――――

――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「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、4,285,

702千円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。 
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

―――――――

 

 

 

―――――――

（連結貸借対照表関係）

　 前連結会計年度において、連結調整勘定として掲記され

 ていたものは、当連結会計年度からのれんと表示しており

 ます。 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　 前連結会計年度において、連結調整勘定償却額として掲

 記されていたものは、当連結会計年度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

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年3月31日）

当連結会計年度
（平成19年3月31日）

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

投資有価証券（株式） 106,318千円 投資有価証券（株式） 121,438千円

※２　　　　　　　　――――――― 

 

 

 

 

※３　当社の発行済株式総数は、普通株式9,917,613株で

　　あります。

※４　当社が保有する自己株式の数は、普通株式　　　

　　22,277株であります。

※２　当連結会計年度末日の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しております。

　　　なお、当連結会計年度末日は金融機関の休日であ

　　ったため、次の満期手形が当連結会計年度末日の残

　　高に含まれております。

　　　　受取手形　　　　　　　　　　　　35,420千円

※３　当社の発行済株式総数は、普通株式9,917,613株で

　　あります。

※４　当社が保有する自己株式の数は、普通株式　　　

　　22,337株であります。

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成17年4月１日
　至　平成18年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年4月１日
　至　平成19年3月31日)

※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

　　　ソフトウェア　　　　　　        208,273千円

　　　建物及び構築物　　　　　　　　    2,346千円　

　　　工具器具及び備品　                  710千円

※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

　　　ソフトウェア　　　　            117,282千円

　　　のれん　　　　　　　　            3,500千円　

　　　工具器具及び備品　                  106千円

※２　　　　　　　　――――――― ※２　持分変動によるみなし売却益

　　　当連結会計年度において、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。

　　ぴあインターナショナル㈱及びPIA ASIA PACIFIC

    CO.,LIMITED                     　 132,969千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 9,917,613 － － 9,917,613

合計 9,917,613 － － 9,917,613

自己株式

普通株式 22,277 60 － 22,337

合計 22,277 60 － 22,337

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加60株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．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。

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成17年4月１日
　至　平成18年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年4月１日
　至　平成19年3月31日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表　

　に記載されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表　

　に記載されている科目の金額との関係

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 10,738,793千円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 100,000千円

現金及び現金同等物 10,638,793千円

現金及び預金勘定 13,433,275千円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 100,000千円

現金及び現金同等物 13,333,275千円

※２　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

　　連結除外時の資産及び負債の主な内訳は、次のとお　

　りであります。

―――――――

流動資産 241,479千円

固定資産 41,112千円

資産合計 282,591千円

流動負債 168,206千円

固定負債 256,927千円

負債合計 425,133千円

※３　重要な非資金取引の内容

　新株予約権付社債の株式への転換　 

新株予約権の行使による資本金増加

額

750,198千円

新株予約権の行使による資本準備金

増加額

749,801千円

新株予約権の行使による新株予約権

付社債減少額

1,500,000千円

――――――― 

※４　連結除外により連結グループ外部に対する長期貸　

　　 付金へ振替えた金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　256,927千円

――――――― 
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（リース取引関係）

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)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

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）

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

 
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

710,781 405,409 305,371

合計 710,781 405,409 305,371

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

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 175,960千円

１年超 175,135千円

合計 351,095千円

１年内 161,736千円

１年超 153,488千円

合計 315,225千円

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

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

支払リース料 199,157千円

減価償却費相当額 190,164千円

支払利息相当額 8,529千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同左

（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　　
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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

 種類

前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日）

取得原価

（千円）

連結貸借対照

表計上額

（千円）

差額（千円）
取得原価

（千円）

連結貸借対照

表計上額

（千円）

差額（千円）

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

るもの

(1）株式 9,904 24,274 14,370 9,904 32,012 22,108

(2）債券

①　国債・地方債

等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 9,904 24,274 14,370 9,904 32,012 22,108

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

ないもの

(1）株式 － － － － － －

(2）債券

①　国債・地方債

等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

合計 9,904 24,274 14,370 9,904 32,012 22,108

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

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

す。

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

297 28 － 229 188 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券 

(1)非上場株式 467,605 668,564

(2)非上場外国債券 － 30,000

       　合計 467,605 698,564
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（デリバティブ取引関係）

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

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

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、確定給付型の制度として適格退職年金制度、退職一時金制度及び確定拠出年金制度を設け

ております。また、総合設立型の厚生年金基金に加入しておりますが、自社の拠出に対する年金資産の額が合

理的に計算できないため、退職給付債務の計算に含めておりません。　

２．退職給付債務に関する事項

  
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）

 

(1)退職給付債務（千円） △689,050 △712,939

(2)年金資産（千円） 570,416 613,071

(3)未積立退職給付債務(1)＋(2)（千円） △118,633 △99,868

(4)未認識数理計算上の差異（千円） 66,098 47,567

(5)退職給付引当金（千円） △52,535 △52,300

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

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

　　　　　の通りであります。

退職給付債務の減少　　　　　　　　　　　　　　　　　 186,730千円

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

退職給付引当金の減少　　　　　　　　　　　　　　　　 231,436千円

　    また、確定拠出年金制度への資産移管額は、４年間で移管する予定であります。なお、当連結会計年度末

　　時点の未移管額63,125千円は、未払金及び長期未払金に計上しております。
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３．退職給付費用に関する事項

 
前連結会計年度

(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

(1)勤務費用（千円） 68,109 58,372

(2)利息費用（千円） 16,941 13,609

(3)期待運用収益（減算）（千円） 8,162 8,556

(4)数理計算上の差異の費用処理額（千円） 5,118 13,154

(5)確定拠出年金掛金（千円） 962 12,222

(6)退職給付費用 82,969 88,802

(7)確定拠出年金制度への移行に伴う利益(千円) △98,622 －

 計 △15,653 88,802

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

す。

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

　厚生年金基金への掛金拠出額　　　　　　　　　　　　　197,807千円　　　　     210,599千円

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

　下のとおりであります。

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

　　年金資産総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　120,232,535千円　       128,614,739千円

　　掛金拠出比で計算した当社グループの年金資産の額　  2,736,525千円           3,115,714千円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）

(1)割引率（％） 2.0 2.0

(2)期待運用収益率（％） 1.5 1.5

(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(4)数理計算上の差異の処理年数 翌連結会計年度から10年 翌連結会計年度から９年
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（ストック・オプション等関係）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

＜繰延税金資産＞ （千円）

未払事業税 8,861

賞与引当金損金算入限度超過額 65,465

退職給付引当金損金算入限度超過額 21,223

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 48,730

減価償却費損金算入限度超過額 148,214

投資有価証券評価損否認 67,268

貸倒引当金損金算入限度超過額 114,909

税務上の繰越欠損金 2,164,174

未実現損益 130,495

その他 92,987

繰延税金資産小計 2,862,331

評価性引当額 △2,639,537

繰延税金資産合計 222,793

＜繰延税金負債＞ （千円）

特別償却準備金 △568

その他 △5,847

繰延税金負債合計 △6,415

繰延税金資産の純額 216,377

＜繰延税金資産＞ （千円）

未払事業税 7,493

賞与引当金損金算入限度超過額 71,325

退職給付引当金損金算入限度超過額 21,180

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 51,177

減価償却費損金算入限度超過額 133,636

投資有価証券評価損否認 70,674

貸倒引当金損金算入限度超過額 91,393

税務上の繰越欠損金 2,094,163

その他 76,828

繰延税金資産小計 2,617,872

評価性引当額 △2,610,783

繰延税金資産合計 7,089

＜繰延税金負債＞ （千円）

その他 △8,995

繰延税金負債合計 △8,995

繰延税金資産の純額 △1,906

（注）繰延税金資産及び繰延税金負債は、連結貸借対照表

の以下の項目に含まれております。

（注）繰延税金資産及び繰延税金負債は、連結貸借対照表

の以下の項目に含まれております。

（千円）

流動資産－繰延税金資産 174,589

固定資産－繰延税金資産 48,203

固定負債－繰延税金負債 6,415

（千円）

流動資産－繰延税金資産 2,972

固定資産－繰延税金資産 4,117

固定負債－繰延税金負債 8,995

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

当期純損失が計上されているため記載しておりま

せん。

　　　　　　　　   　　　　　　　　　         (％)

法定実行税率　　　　　　　　　　　　　　　 　40.69

　 (調整)

　交際費等永久に損金に算入されない項目　　　 26.46

　受取配当金等永久に益金に算入されない項目  △6.07

　住民税均等割                                4.49

　評価性引当額の増減                         22.59

　繰越欠損金の利用                          △6.02

　のれん償却                                 15.23

　持分変動によるみなし売却益               △18.07

　その他                                    △0.17

  税効果会計適用後の法人税等の負担率         79.13
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

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）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

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

(2）セグメント間の内部売上高

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

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

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

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

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 10,138,910 4,758,618 3,704,348 18,601,877 8,949,234 27,551,112

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

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

　（注）　１．事業区分の方法

事業は、製品等の種類、性質及び販売方法の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品及び役務

(1）チケット事業…オンラインチケット販売関連事業

(2）出版事業…雑誌、書籍、ムックス

(3) 情報サービス他事業…ネット関連及び新規事業

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

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

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

財務諸表提出会社での余資運用資金（現金及び預金等）及び管理部門に係る資産等であります。
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当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
チケット事
業（千円）

出版事業
（千円）

情報サービ
ス他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 89,627,768 6,883,149 3,517,670 100,028,588 － 100,028,588

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
9,750 391 88,137 98,278 (98,278) －

計 89,637,518 6,883,541 3,605,807 100,126,867 (98,278) 100,028,588

営業費用 88,098,631 6,698,123 3,363,977 98,160,732 1,690,766 99,851,498

営業利益 1,538,887 185,417 241,829 1,966,135 (1,789,044) 177,090

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 14,177,293 3,820,263 3,280,761 21,278,318 11,326,926 32,605,244

減価償却費 470,668 38,413 69,652 578,733 2,120 580,853

資本的支出 1,525,237 36,774 3,452 1,565,464 267 1,565,731

　（注）　１．事業区分の方法

事業は、製品等の種類、性質及び販売方法の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品及び役務

(1）チケット事業…オンラインチケット販売関連事業

(2）出版事業…雑誌、書籍、ムックス

(3) 情報サービス他事業…ネット関連及び新規事業

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,789,044千円であり、その主

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

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、11,327,976千円であり、その主なものは連

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

ｂ．所在地別セグメント情報

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）

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

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

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

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

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

ｃ．海外売上高

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）

　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。

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19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。

ぴあ㈱（４３３７）平成 19 年３月期決算短信

－ 40 －



（関連当事者との取引）

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）子会社等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員
の

兼任等
（名）

事業上の関
係

関連会社
チケットぴ
あ名古屋㈱

名古屋市
東区

100,000
興行チケッ
トの仕入れ

(所有)
直接25.0

役員４

中部地方に
おける興行
チケットの
仕入れ委託

興行チケッ
トの仕入れ

5,834,837 買掛金 538,277

関連会社
㈱ＮＡＮＯ
ぴあ

東京都
港区

456,000

書籍・雑誌
等の企画制
作、出版、
販売

(所有)
直接20.0

役員２
出版関連業
務委託

編集発行権
の一部譲渡

1,000,000 売掛金 950,000

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

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

チケットぴあ名古屋㈱につきましては、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。

㈱ＮＡＮＯぴあにつきましては、将来キャッシュフロー見積額の現在価値による金額等に基づき、交渉によ

り決定しております。

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

(1）子会社等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員
の

兼任等
（名）

事業上の関
係

関連会社
チケットぴ
あ名古屋㈱

名古屋市
東区

100,000
興行チケッ
トの仕入れ

(所有)
直接25.0

役員４

中部地方に
おける興行
チケットの
仕入れ委託

興行チケッ
トの仕入れ

6,728,211 買掛金 1,142,087

関連会社
㈱ＮＡＮＯ
ぴあ

東京都
港区

456,000

書籍・雑誌
等の企画制
作、出版、
販売

(所有)
直接20.0

役員２
出版関連業
務委託

販売代行 58,882 未払金 220,808

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

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

市場価格、総原価等を勘案して交渉により、一般取引と同様に決定しております。
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（１株当たり情報）

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)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

１株当たり純資産額       412円96銭

１株当たり当期純損失金額       44円6銭

１株当たり純資産額     433円11銭

１株当たり当期純利益金額        19円61銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

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

 
前連結会計年度

(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益又は当期純損失(△) (千円) △388,794 194,038

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又は当期純損失

（△）（千円）
△388,794 194,038

普通株式の期中平均株式数（株） 8,825,115 9,895,334

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 8,649,197  11,056,359  2,407,161

２．受取手形 ※５ 172,860  149,860  △23,000

３．売掛金 ※１ 10,681,695  12,303,162  1,621,466

４．商品 8,036  18,741  10,704

５．製品 124,202  78,980  △45,221

６．仕掛品 22,156  10,300  △11,855

７．貯蔵品 11,408  10,451  △956

８．前払費用 188,985  152,816  △36,169

９．繰延税金資産 170,421 － △170,421

10．未収入金 327,024 481,138 154,113

11．その他 173,051 233,315 60,263

貸倒引当金 △17,376 △22,204 △4,828

流動資産合計 20,511,662 73.3 24,472,920 74.8 3,961,257

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 57,874 59,239

減価償却累計額 36,621 21,253 38,947 20,291 △961

(2）工具器具及び備
品

123,489 124,381

減価償却累計額 83,291 40,197 85,540 38,840 △1,357

(3）土地 6,240 6,240 －

有形固定資産合計 67,691 0.2 65,371 0.2 △2,319

２．無形固定資産

(1) 営業権 132,000 93,000 △39,000

(2）ソフトウェア 1,518,658 978,528 △540,130

(3）ソフトウェア仮
勘定

1,048,566 2,463,844 1,415,277

(4）電話加入権 36,125 36,125 －

(5）その他 25,876 25,142 △734

無形固定資産合計 2,761,227 9.9 3,596,640 11.0 835,412
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 491,879 567,247 75,368

(2）関係会社株式 3,052,344 2,987,344 △64,999

(3) 長期貸付金  256,927 205,541 △51,385

(4）破産更生債権等 495,074 420,679 △74,394

(5）長期前払費用 2,530 25,426 22,895

(6）敷金保証金 499,178 474,368 △24,810

(7）その他 102,493 131,213 28,720

貸倒引当金 △261,366 △229,368 31,998

投資その他の資産
合計

4,639,060 16.6 4,582,452 14.0 △56,608

固定資産合計 7,467,979 26.7 8,244,464 25.2 776,485

資産合計 27,979,642 100.0 32,717,385 100.0 4,737,743

ぴあ㈱（４３３７）平成 19 年３月期決算短信

－ 44 －



  
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 ※１ 15,653,578  19,553,259  3,899,681

２．短期借入金  －  765,900  765,900

３．１年内返済予定長期
借入金

320,000  401,000  81,000

４．１年内償還予定社債 －  1,500,000  1,500,000

５．未払金 848,237  935,981  87,743

６．未払費用 185,196 314,798 129,602

７．未払法人税等 30,938 27,957 △2,980

８．未払消費税等 76,285 － △76,285

９．前受金 494,039 510,306 16,267

10．預り金 48,568 240,446 191,878

11．賞与引当金 150,000  162,000  12,000

12．返品調整引当金 294,000 141,000 △153,000

13．その他 233 220 △13

流動負債合計 18,101,077 64.7 24,552,871 75.0 6,451,793

Ⅱ　固定負債

１．社債 3,690,000  1,610,000  △2,080,000

２．長期借入金 680,000  979,000  299,000

３．退職給付引当金 43,939  41,934  △2,004

４．役員退職慰労引当金 119,759  125,773  6,013

５．預り営業保証金 236,020 241,320 5,300

６．長期未払金 66,406 31,562 △34,844

７．繰延税金負債 6,415 8,995 2,580

固定負債合計 4,842,541 17.3 3,038,586 9.3 △1,803,954

負債合計 22,943,618 82.0 27,591,457 84.3 4,647,838

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※２ 3,475,358 12.4 － － －

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 1,536,116 －

資本剰余金合計 1,536,116 5.5 － － －

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 － －

２．任意積立金

(1）特別償却準備金 8,154 －

３．当期未処分利益 68,914 －

利益剰余金合計 77,069 0.3 － － －
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

※４ 8,522 0.0 －  －

Ⅴ　自己株式 ※３ △61,043 △0.2 －  －

資本合計  5,036,023 18.0 －  －

負債・資本合計 27,979,642 100.0 －  －

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  3,475,358 10.6 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －    1,536,116  －

(2）その他資本剰余
金

 －    －   

資本剰余金合計   － －  1,536,116 4.7 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   －   －

(2）その他利益剰余
金

        

繰越利益剰余金  －   162,493   －

利益剰余金合計   － －  162,493 0.5 －

４．自己株式   － －  △61,152 △0.2 －

株主資本合計   － －  5,112,815 15.6 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  13,112  －

評価・換算差額等合
計 

  － －  13,112 0.1 －

Ⅲ　新株予約権   － －     

純資産合計   － －  5,125,927 15.7 －

負債純資産合計   － －  32,717,385 100.0 －
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(2）損益計算書

  
前事業年度

(自　平成17年4月１日
　至　平成18年3月31日)

当事業年度
(自　平成18年4月１日
　至　平成19年3月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高

１．商品売上高 76,599,636 83,044,107

２．製品売上高 19,128,171 95,727,807 100.0 16,270,458 99,314,566 100.0 3,586,758

Ⅱ　売上原価

１．期首商品たな卸高 1,177 8,036

２．期首製品及び制作品た
な卸高

162,344 124,202

３．当期商品仕入高 71,020,882 77,511,517

４．当期製品及び制作品製
造原価

14,020,989   11,516,136    

合計 85,205,393 89,159,892

５．期末商品たな卸高 8,036 18,741

６．期末製品及び制作品た
な卸高

124,202 85,073,154 88.9 78,980 89,062,169 89.7 3,989,015

売上総利益 10,654,652 11.1 10,252,396 10.3 △402,256

返品調整引当金戻入額 304,000  294,000  △10,000

返品調整引当金繰入額 294,000  141,000  △153,000

差引売上総利益 10,664,652 11.1 10,405,396 10.5 △259,256
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前事業年度

(自　平成17年4月１日
　至　平成18年3月31日)

当事業年度
(自　平成18年4月１日
　至　平成19年3月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．荷造運送費 391,474 336,576

２．宣伝販促費 752,755 735,274

３．販売手数料 1,646,512 1,569,115

４．貸倒引当金繰入額 14,776 14,561

５．役員報酬 177,563 196,539

６．給与手当及び賞与 3,215,912 3,276,083

７．賞与引当金繰入額 131,285 150,808

８．退職給付費用 242,352 272,483

９．役員退職慰労引当金繰
入額

－ 7,493

10．福利厚生費 389,567 403,355

11．交際費 151,944 191,071

12．旅費交通費 182,087 199,973

13．通信費 124,456 122,617

14．水道光熱費 56,261 54,943

15．消耗品費 170,400 97,527

16．賃借料 781,647 719,946

17．支払手数料 360,831 425,039

18．業務委託費 1,092,993 993,225

19．減価償却費 49,541 5,486

20．その他 203,409 10,135,773 10.5 222,504 9,994,628 10.1 △141,144

営業利益 528,879 0.6 410,767 0.4 △118,112

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 1,657 5,929

２．受取配当金 ※1 4,769 5,500

３．諸債務整理益 5,441 1,412

４．雑収入 5,631 17,498 0.0 5,587 18,429 0.0 930

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 21,286 20,809

２．社債利息 18,249 14,742

３．社債発行費 13,560 －

４．新株発行費 1,520 －

５．雑損失 1,271 55,889 0.1 496 36,048 0.0 △19,840

経常利益 490,489 0.5 393,147 0.4 △97,341
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前事業年度

(自　平成17年4月１日
　至　平成18年3月31日)

当事業年度
(自　平成18年4月１日
　至　平成19年3月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益

　１．投資有価証券売却益 28,326 188,992

　２．投資有価証券清算益 － 81,819

　３．社債買入消却益 22,600 －

　４．データベース売却益 116,127 －

　５．退職給付制度変更益 98,622 265,676 0.3 － 270,812 0.3 5,135

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※２ 209,078 120,888

２．固定資産売却損 8,129 －

３．投資有価証券評価損 85,720 8,370

４．役員保険解約違約金 3,107 2,335

５．関係会社株式評価損 80,852 65,000

６．社債買入消却損 － 400

７．貸倒引当金繰入額 181,215 111,460

８．業務委託契約解約違約
金

85,928 －

９．訴訟和解金 － 89,000

10．リース解約違約金 25,072 679,104 0.7 － 397,454 0.4 △281,649

税引前当期純利益 77,061 0.1 266,505 0.3 189,444

法人税、住民税及び事
業税

13,172 11,230

法人税等調整額 △5,026 8,146 0.0 169,852 181,082 0.2 172,936

当期純利益 68,914 0.1 85,423 0.1 16,508

前期繰越利益 － － －

当期未処分利益 68,914  －  －
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製造原価明細書

  
前事業年度

(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19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
（％）

Ⅰ　材料費 1,595,161 11.4 1,085,562 9.4

Ⅱ　労務費  679,029 4.8 445,446 3.9

Ⅲ　経費 ※１ 11,749,468 83.8 9,973,271 86.7

当期総製造費用 14,023,660 100.0 11,504,281 100.0

期首仕掛品たな卸高 19,484 22,156

合計 14,043,145 11,526,437

期末仕掛品たな卸高 22,156 10,300

当期製品及び制作品製造
原価

14,020,989 11,516,136

（脚注）

前事業年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

※１　経費の主な内訳 ※１　経費の主な内訳

外注費 8,512,796千円

通信費 475,296千円

減価償却費 814,316千円

外注費 6,975,596千円

通信費 492,226千円

減価償却費 602,325千円

２　原価計算の方法 ２　原価計算の方法

　実際原価による個別原価計算制度を採用しておりま
す。

同左
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

前事業年度
株主総会決議日

（平成18年６月24日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ 当期未処分利益 68,914

Ⅱ 任意積立金取崩額

　特別償却準備金取崩額 7,326 7,326

合計  76,241

Ⅲ 次期繰越利益  76,241
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年4月１日　至　平成19年3月31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

資本準備金
資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計特別償却準

備金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

3,475,358 1,536,116 1,536,116 8,154 68,914 77,069 △61,043 5,027,500

事業年度中の変動額         

特別償却準備金の取崩（利益
処分）

   △7,326 7,326   －

特別償却準備金の取崩（当
期）

   △828 828   －

当期純利益     85,423 85,423  85,423

自己株式の取得       △108 △108

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
（千円）

－ － － △8,154 93,578 85,423 △108 85,314

平成19年３月31日　残高
（千円）

3,475,358 1,536,116 1,536,116 － 162,493 162,493 △61,152 5,112,815

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

8,522 8,522 5,036,023

事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩（利益
処分）

  －

特別償却準備金の取崩（当
期）

  －

当期純利益   85,423

自己株式の取得   △108

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

4,589 4,589 4,589

事業年度中の変動額合計
（千円）

4,589 4,589 89,904

平成19年３月31日　残高
（千円）

13,112 13,112 5,125,927
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重要な会計方針

項目
前事業年度

(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

(1) 子会社及び関連会社株式

　　　　　　 同左

(2）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）

(2）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）　　　

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

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

　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

　て処理をしております。

 

同左

 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）製品及び商品

　総平均法に基づく原価法

(1) 製品及び商品

　　　　　　　　同左

(2）仕掛品

　総平均法に基づく原価法

(2) 仕掛品

　　　　　　　　同左

(3）貯蔵品

　総平均法に基づく原価法

(3) 貯蔵品

　　　　　　　　同左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法　　　

  なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。　

(1) 有形固定資産

　　　　　　　　同左

建物 ３年～50年

工具器具及び備品 ２年～８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（５年）

に基づく定額法によっております。

(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。
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項目
前事業年度

(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

 ５．繰延資産の処理方法  社債発行費及び新株発行費

　　支出時に全額費用として処理してお

　ります。

――――――― 

６．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

(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

(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

(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、各事業年度の発

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事

業年度から費用処理することとしており

ます。

 (追加情報)

　 当社は、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。

(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、各事業年度の

　 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

　 生の翌事業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。　　

(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、

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。

(5) 役員退職慰労引当金

　　　　　　　　同左

７．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

ぴあ㈱（４３３７）平成 19 年３月期決算短信

－ 54 －



項目
前事業年度

(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

８．重要なヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計方法

 　　金利スワップ取引については、特例

　 処理の要件を満たすものについては、

 　特例処理によっております。

(1) ヘッジ会計方法

同左

 (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　　　

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (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。

(3) ヘッジ方針

同左

 (4) ヘッジ有効性評価の確認

　 　金利スワップ取引については、特例

　 処理の要件に該当するかの判断をもっ

　 て、ヘッジ有効性の評価に代えており

　 ます。

(4) ヘッジ有効性評価の確認

同左

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1) 消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1) 消費税等の会計処理

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4月１日
　至　平成18年3月31日)

当事業年度
(自　平成18年4月１日
　至　平成19年3月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、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。

 ―――――――

――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「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、5,125,

927千円であります。

　なお、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、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。

ぴあ㈱（４３３７）平成 19 年３月期決算短信

－ 56 －



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

※１　関係会社項目

　関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま

す。

※１　関係会社項目

　関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま

す。

流動資産

売掛金 974,001千円

流動負債

買掛金 926,313千円

流動資産

売掛金 116,019千円

流動負債

買掛金 1,649,494千円

※２　授権株式数及び発行済株式総数 ※２　授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数　　　普通株式 33,000,000株

発行済株式総数　普通株式 9,917,613株

授権株式数　　　普通株式 33,000,000株

発行済株式総数　普通株式 9,917,613株

※３　自己株式 

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式

22,277株であります。

※３　自己株式 

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式

22,337株であります。

※４　配当制限 

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は8,522千円で

あります。

※４　　　　　　　―――――――

　

※５　　　　　　　─────── ※５  当事業年度末日の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しております。

　　　なお、当事業年度末日は金融機関の休日であった

　　ため、次の満期手形が当事業年度末日の残高に含ま

　　れております。

　　　受取手形　　　　　　　　　　　　　35,420千円　

（損益計算書関係）

前事業年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ　

　ております。

　　　関係会社よりの受取配当金     1,500千円　　

※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                68千円

      建物及び構築物　　　         1,316千円

　　　ソフトウェア               207,693千円

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ　

　ております。

　　　関係会社よりの受取配当金     2,000千円　　

※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               106千円

      のれん　　　                 3,500千円

　　　ソフトウェア               117,282千円
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

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 22,277 60 － 22,337

合計 22,277 60 － 22,337

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加60株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（リース取引関係）

前事業年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

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）

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

 
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

710,781 405,409 305,371

合計 710,781 405,409 305,371

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

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 175,960千円

１年超 175,135千円

合計 351,095千円

１年内 161,736千円

１年超 153,488千円

合計 315,225千円

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

支払リース料 289,940千円

減価償却相当額 269,948千円

支払利息相当額 12,426千円

支払リース料 199,157千円

減価償却相当額 190,164千円

支払利息相当額 8,529千円

４．減価償却費相当額の算定方法 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。

同左

５．利息相当額の算定方法 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。

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 

（有価証券関係）

　前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）及び当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３

月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

＜繰延税金資産＞ （千円）

繰越欠損金 1,569,968

賞与引当金損金算入限度超過額 61,035

貸倒引当金損金算入限度超過額 114,909

退職給付引当金損金算入限度超過額 17,878

役員退職慰労引当金損金算入限度超

過額
48,730

減価償却費損金算入限度超過額 128,223

子会社株式評価損 32,899

その他 133,010

繰延税金資産計 2,106,655

評価性引当額 △1,936,233

＜繰延税金負債＞ （千円）

特別償却準備金 △568

その他有価証券評価差額金 △5,847

繰延税金負債計 △6,415

繰延税金資産の純額 164,005

＜繰延税金資産＞ （千円）

繰越欠損金 1,437,221

賞与引当金損金算入限度超過額 65,917

貸倒引当金損金算入限度超過額 91,393

退職給付引当金損金算入限度超過額 17,063

役員退職慰労引当金損金算入限度超

過額
51,177

減価償却費損金算入限度超過額 103,038

子会社株式評価損 59,347

その他 104,371

繰延税金資産計 1,929,530

評価性引当額 △1,929,530

＜繰延税金負債＞ （千円）

その他有価証券評価差額金 △8,995

繰延税金負債計 △8,995

繰延税金資産の純額 △8,995

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要な項目別の内訳

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　   (％)　

　

法定実効税率　　　　　　　　　　　　　　　　 40.69

   (調整)

　交際費等永久に損金に算入されない項目　　 　80.25

　受取配当金等永久に益金に算入されない項目　△1.66

　住民税均等割                               15.91

  評価性引当額の増減                     △ 124.62

  税効果会計適用後の法人税等の負担率　　　　 10.57

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　   (％)　

　

法定実効税率　　　　　　　　　　             40.69

   (調整)

　交際費等永久に損金に算入されない項目　　 　29.17

　受取配当金等永久に益金に算入されない項目　△6.82

　住民税均等割                                4.21

  評価性引当額の増減                          7.49

  繰越欠損金の利用                          △6.76

　その他　　　　　　　　　　　　            △0.03

  税効果会計適用後の法人税等の負担率　　　　 67.95
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（１株当たり情報）

前事業年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

１株当たり純資産額   508円93銭

１株当たり当期純利益金額       7円81銭

１株当たり純資産額      518円 2銭

１株当たり当期純利益金額        8円63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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

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金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

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４月１日
　至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益              （千円） 68,914 85,423

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） 68,914 85,423

普通株式の期中平均株式数（株） 8,825,115 9,895,334

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。
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６．その他
(1）役員の異動

  該当事項はありません。

 

(2）その他

 　該当事項はありません。
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