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（百万円未満切捨て）

１．平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 26,857 5.8 △409 － △411 － △357 －

19年３月期第１四半期 25,376 △2.1 △269 － △271 － △385 －

19年３月期 100,028 － 177 － 170 － 194 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第１四半期 △36 18 － －

19年３月期第１四半期 △38 93 － －

19年３月期 19 61 － －

(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

20年３月期第１四半期 33,413 4,126 11.8 396 97

19年３月期第１四半期 28,347 3,756 13.0 373 83

19年３月期 32,605 4,533 13.1 433 11

(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

20年３月期第１四半期 2,020 △192 568 15,744

19年３月期第１四半期 1,237 △358 219 11,738

19年３月期 3,349 △1,549 897 13,333
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２．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）　【参考】

 　 平成19年５月10日の発表時から変更はありません。　

 （％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

３．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）　：　無

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　有

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

　(参考)　個別業績の概要

１．平成20年３月期第１四半期の個別業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日） 

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 26,652 5.7 △358 － △365 － △369 －

19年３月期第１四半期 25,206 △1.9 △230 － △234 － △354 －

19年３月期 99,314 － 410 － 393 － 85 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第１四半期 △37 29 － －

19年３月期第１四半期 △35 84 － －

19年３月期 8 63 － －

(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

20年３月期第１四半期 33,763 4,755 14.1 480 53

19年３月期第１四半期 28,783 4,679 16.3 472 92

19年３月期 32,717 5,125 15.7 518 02

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）

 　 平成19年５月10日の発表時から変更はありません。

 （％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。

ぴあ㈱（４３３７）平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

 　　当社グループでは、先般発表した３年後の連結財務目標の実現を目指す中期経営方針のもと、今年度につきまし

   ては、将来の安定的経営基盤獲得のために不可欠な新世代チケッティングシステムへの確実・安全な移行の実現及

   び新規成長事業への投資を確実に推進すべく、経営努力を重ねております。この結果、当社グループの第１四半期

　 の業績は、連結売上高268億57百万円(対前年同期比105.8％)、営業損失４億９百万円(対前年同期比１億40百万

   円悪化)、経常損失４億11百万円(対前年同期比１億40百万円悪化)、四半期純損失３億57百万円(対前年同期比27百

   万円良化)となり、期初想定通りのパスを辿っております。

 　　チケット事業におきましては、「電子チケットぴあ事業」が、演劇及びレジャー・アミューズメントジャンルを

　 中心にチケット販売売上は好調を持続すると共に、＠ぴあ会員も350万人を突破いたしました。また、「サッカー

　 くじtoto事業」では、社会的現象ともなりましたＢＩＧの売上が大幅に増加し、売上高は、248億83百万円(対前年

   同期比107.5％)となりましたが、対前年同期と比べ、国内外の大型興行のチケット発売が減少したことに加え、新

　 世代チケッティングシステムへの移行費用が随時計上され始めたため、営業利益は、３億16百万円(対前年同期比

   90.7％)となりました。

     出版事業におきましては、この間進めております発刊・配本抑制策により、売上高は、12億65百万円(対前年同

   期比83.6％)となりましたが、原価・経費の削減努力等により、営業損失は、１億36百万円(対前年同期比29百万

　 円良化)に止まりました。

 　　情報サービス他事業におきましては、一部新規成長事業への投資費用が発生したため、売上高は、７億８百万円

　 (対前年同期比100.3％)、営業損失は、38百万円(対前年同期比63百万円悪化)となりました。

 　　全社コーポレートコストは、この間の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コスト

　 の計上及び株主関係費用の増加により、５億49百万円(対前年同期比74百万円増)となりました。

　　 なお、ご好評いただいております株主優待の内、「チケットぴあギフトカード」の有効期限を、本年９月30日基

　 準の株主優待より、半年間から１年間に延長いたします。

２．連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の概況 

 　　当第１四半期連結会計期間末における資産は334億13百万円となり、前連結会計年度末と比較して８億８百万円

　 増加いたしました。流動資産は277億15百万円(前連結会計年度末８億17百万円増)となりました。変動の主なもの

　 は、現金及び預金の増加(24億11百万円)、受取手形及び売掛金の減少(16億79百万円)であります。また、固定資産

　 は、56億97百万円(前連結会計年度末８百万円減)となりました。

　　 負債は292億86百万円となり、前連結会計年度末と比較して12億15百万円増加いたしました。流動負債は25億70

　 百万円(前連結会計年度末６億81百万円増)となりました。変動の主なものは、買掛金の増加(８億97百万円)、短期

　 借入金の減少(１億50百万円)、１年内返済予定長期借入金の増加(１億91百万円)であります。固定負債は35億82百

   万円(前連結会計年度末５億33百万円増)となりました。変動の主なものは、長期借入金の増加(５億28百万円)であ

　 ります。

     純資産は、41億26百万円となり、前連結会計年度末と比較して４億６百万円減少いたしました。これは四半期純

　 損失の計上による利益剰余金の減少(３億57百万円)によるものであります。

(2) キャッシュ・フローの概況  

 　　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比較して24億11百万円増加し、当

   第１四半期会計期間末は157億44百万円となりました。

　　 営業活動によるキャッシュ・フローは、20億20百万円となりました。この主要因は、税金等調整前四半期純損失

　 が４億11百万円、売掛債権の減少が16億79百万円及び仕入債務の増加が８億97百万円であったことによるものであ

　 ります。

　　 投資活動によるキャッシュ・フローは、１億92百万円の支出となりました。この主要因は、関連会社株式の取得

　 による94百万円及び無形固定資産の取得による47百万円によるものであります。　

　　 財務活動によるキャッシュ・フローは、５億68百万円となりました。この主要因は、長期借入金による収入８億

　 円によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

  第１四半期の業績は予定通り推移しており、平成19年５月10日に公表しました業績予想の見直しはおこなって

　おりません。
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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）

 　 該当事項はありません。

 

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

 　 法人税等の計上基準は、一部簡便的な方法によっております。

 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

 　 当連結会計年度より、法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以後に取得した減価償却資産については、改正

　　後の法人税法に基づく方法に変更しております。

 　 なお、従来の方法によった場合に比較して、この変更が損益に与える影響は軽微であります。
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５．（要約）四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前年同四半期末
（平成19年３月期
第１四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第１四半期末）

増減
（参考）前期末
（平成19年３月期

末）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

現金及び預金 11,838,110 15,844,303 4,006,192  13,433,275

受取手形及び売掛金 10,247,216 10,834,428 587,211  12,513,959

たな卸資産 140,089 136,003 △4,085  118,646

その他 1,279,726 926,031 △353,695  857,759

貸倒引当金 △20,210 △24,906 △4,696  △24,887

流動資産合計 23,484,933 27,715,859 4,230,926 18.0 26,898,753

Ⅱ　固定資産      

有形固定資産      

建物及び構築物 23,917 22,443 △1,473  23,156

工具器具及び備品 42,285 43,708 1,423  43,387

土地 6,240 6,240 －  6,240

無形固定資産      

ソフトウェア 1,292,338 848,961 △443,377  980,563

　　ソフトウェア仮勘定　 1,207,634 2,497,944 1,290,309  2,463,844

のれん 397,892 256,355 △141,537  291,860

その他 75,266 66,282 △8,984  67,215

投資その他の資産      

投資有価証券 602,971 927,683 324,711  820,003

その他 1,475,172 1,199,635 △275,537  1,181,650

貸倒引当金 △261,366 △171,430 89,936  △171,430

固定資産合計 4,862,352 5,697,822 835,469 17.2 5,706,491

資産合計 28,347,286 33,413,682 5,066,395 17.9 32,605,244
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科目

前年同四半期末
（平成19年３月期
第１四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第１四半期末）

増減
（参考）前期末
（平成19年３月期

末）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

買掛金 16,920,234 20,802,753 3,882,519  19,905,654

短期借入金 300,000 615,000 315,000  765,900

１年内返済予定長期借
入金 

320,000 592,300 272,300  401,000

１年内償還予定社債 － 1,500,000 1,500,000  1,500,000

未払金 839,160 839,363 202  962,744

賞与引当金 115,217 103,070 △12,146  175,886

返品調整引当金 294,000 114,000 △180,000  141,000

持分法適用に伴う負債 105,917 83,888 △22,028  81,619

その他 926,314 1,053,863 127,548  1,089,092

流動負債合計 19,820,843 25,704,239 5,883,395 29.7 25,022,897

Ⅱ　固定負債      

社債 3,690,000 1,610,000 △2,080,000  1,610,000

長期借入金 600,000 1,507,700 907,700  979,000

退職給付引当金 52,279 51,469 △810  52,300

役員退職慰労引当金 118,279 129,848 11,568  125,773

その他 308,929 283,739 △25,190  281,878

固定負債合計 4,769,489 3,582,757 △1,186,731 △24.9 3,048,952

負債合計 24,590,332 29,286,996 4,696,663 19.1 28,071,849

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

資本金 3,475,358 3,475,358 －  3,475,358

資本剰余金 1,933,825 1,933,825 －  1,933,825

利益剰余金 △1,653,840 △1,432,573 221,266  △1,074,603

自己株式 △61,043 △61,152 △108  △61,152

株主資本合計 3,694,299 3,915,458 221,158 6.0 4,273,427

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券評価差
額金 

6,828 11,230 4,402  13,112

為替換算調整勘定 △1,990 1,433 3,423  △837

評価・換算差額等合計 4,837 12,664 7,826 161.8 12,274

Ⅲ　少数株主持分 57,815 198,563 140,747 243.4 247,692

純資産合計 3,756,953 4,126,685 369,732 9.8 4,533,395

負債、純資産合計 28,347,286 33,413,682 5,066,395 17.9 32,605,244
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

増減
（参考）前期

（平成19年３月期）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 25,376,480 26,857,680 1,481,200 5.8 100,028,588

Ⅱ　売上原価 22,951,339 24,407,112 1,455,773 6.3 89,260,774

売上総利益 2,425,140 2,450,567 25,427 1.1 10,767,814

返品調整引当金戻入額 294,000 141,000 △153,000  294,000

返品調整引当金繰入額 294,000 114,000 △180,000  141,000

差引売上総利益 2,425,140 2,477,567 52,427 2.2 10,920,814

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,694,255 2,886,906 192,651 7.2 10,743,723

営業利益又は営業損失
(△)

△269,114 △409,338 △140,224 － 177,090

Ⅳ　営業外収益 13,348 10,590 △2,757  29,214

Ⅴ　営業外費用 15,764 13,000 △2,764  36,218

経常利益又は経常損失
(△)

△271,530 △411,748 △140,217 － 170,086

Ⅵ　特別利益 799 － △799  403,782

Ⅶ　特別損失 116,688 － △116,688  274,516

税金等調整前四半期（当
期）純利益又は純損失
(△)

△387,419 △411,748 △24,328 － 299,352

法人税、住民税及び事業
税 

10,979 6,196 △4,783  21,756

法人税等調整額 6,342 △298 △6,640  215,135

少数株主利益 △19,543 △59,677 △40,133  △131,577

四半期（当期）純利益又
は純損失(△)

△385,198 △357,969 27,228 － 194,038
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  (3)（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

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

当四半期連結会計期間中の変
動額

四半期純利益   △357,969  △357,969

株主資本以外の項目の当四
半期連結会計期間中の変動
額（純額）

     

当四半期連結会計期間中の変
動額合計（千円） － － △357,969 － △357,969

平成19年６月30日　残高
（千円） 3,475,358 1,933,825 △1,432,573 △61,152 3,915,458

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19年３月31日　残高
（千円） 13,112 △837 12,274 247,692 4,533,395

当四半期連結会計期間中の変
動額

四半期純利益     △357,969

株主資本以外の項目の当四
半期連結会計期間中の変動
額（純額）

△1,881 2,270 389 △49,129 △48,740

当四半期連結会計期間中の変
動額合計（千円） △1,881 2,270 389 △49,129 △406,709

平成19年６月30日　残高
（千円） 11,230 1,433 12,664 198,563 4,126,685
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

（参考）前期
（平成19年３月期）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期(当期)純利益又は純損失(△) △397,419 △411,748 299,352

減価償却費 152,093 140,963 581,325

投資有価証券売却益 － － △188,992

投資有価証券清算益 － － △81,819

持分変動によるみなし売却益 － － △132,969

固定資産除却損 116,688 － 120,888

売上債権の増減額(△：増加) 679,872 1,679,531 △1,586,870

仕入債務の増減額 970,912 897,099 3,956,332

未払金の増減額(△：減少) 114,234 △87,696 267,045

その他 △363,843 △168,317 162,559

小計 1,282,537 2,049,832 3,396,851

法人税等の支払額 △33,616 △19,148 △27,022

その他 △11,178 △10,163 △20,652

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,237,741 2,020,520 3,349,177

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

無形固定資産の取得による支出 △330,274 △47,762 △1,703,608

関連会社株式の取得による支出 － △94,000 －

投資有価証券の売却による収入 － － 204,992

投資有価証券の取得による支出 － － △147,000

投資有価証券清算による収入 － － 106,819

その他 △27,900 △50,661 △10,804

投資活動によるキャッシュ・フロー △358,174 △192,424 △1,549,600

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金による増減額(△：減少) 300,000 △150,900 765,900

長期借入れによる収入 － 800,000 700,000

長期借入金の返済による支出 △80,000 △80,000 △320,000

社債の償還による支出 － － △580,000

連結子会社の株式発行による収入 － － 332,304

その他 △250 △250 △358

財務活動によるキャッシュ・フロー 219,750 568,850 897,846

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 － 14,081 △2,941

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 1,099,317 2,411,028 2,694,481

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 10,638,793 13,333,275 10,638,793

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 11,738,110 15,744,303 13,333,275
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(5）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）

チケット事業
（千円）

出版事業
（千円）

情報サービス他
事業

（千円）
計（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1)外部顧客に

 　対する売上高 
23,156,228 1,513,372 706,879 25,376,480 － 25,376,480

(2)セグメント間の

　 内部売上高又は

　 振替高　

2,862 6 23,508 26,377 (26,377) －

 　　　 計 23,159,090 1,513,379 730,387 25,402,857 (26,377) 25,376,480

営業費用 22,810,578 1,679,306 706,258 25,196,144 449,450 25,645,594

営業利益又は営業損

失(△)
348,511 △165,927 24,128 206,713 (475,827) △269,114

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日） 

チケット事業
（千円）

出版事業
（千円）

情報サービス他
事業

（千円）
計（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1)外部顧客に

 　対する売上高  
24,883,511 1,265,478 708,690 26,857,680 － 26,857,680

(2)セグメント間の

　 内部売上高又は

　 振替高　 

1,120 300 19,100 20,520 (20,520) －

 　　　計　 24,884,631 1,265,778 727,790 26,878,201 (20,520) 26,857,680

営業費用 24,568,497 1,402,283 766,775 26,737,557 529,461 27,267,019

営業利益又は営業損

失(△)
316,133 △136,504 △38,985 140,643 (549,982) △409,338

（参考）前連結会計年度（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）

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
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〔所在地別セグメント情報〕

　前第１四半期、当第１四半期連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦の売上高の金額は、全セグメント

の売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

 

  　〔海外売上高〕

 　　 　前第１四半期、当第１四半期連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高は、いずれも連結売上高

　 　　 の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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