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（百万円未満切捨て）

１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31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３四半期 78,356 104.8 △993 － △1,124 － △1,166 －

19年３月期第３四半期 74,761 104.4 △471 － △480 － △503 －

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３四半期 △117 84 － －

19年３月期第３四半期 △50 87 － －

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３四半期 25,596 3,252 12.1 314 12

19年３月期第３四半期 24,143 3,907 14.9 362 59

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３四半期 △2,073 △530 △1,214 9,512

19年３月期第３四半期 △1,202 △1,183 △62 8,197

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。　

 （％表示は対前期増減率）

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

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３四半期の個別業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31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３四半期 77,729 4.71 △851 － △891 － △1,314 －

19年３月期第３四半期 74,230 4.41 △315 － △329 － △533 －

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３四半期 △132 83 － －

19年３月期第３四半期 △53 96 － －

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３四半期 25,786 3,804 14.8 384 46

19年３月期第３四半期 24,450 4,504 18.4 455 25

19年３月期 32,717 5,125 15.7 518 2

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。

 （％表示は対前期増減率）

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

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３四半期財務・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３四半期

　 の業績は、連結売上高783億56百万円(対前年同期比104.8％)、営業損失９億93百万円(対前年同期比５億21百万円

　 悪化)、経常損失11億24百万円(対前年同期比６億43百万円悪化)、四半期純損失11億66百万円(対前年同期比６億62

　 百万円悪化)となり、概ね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400万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、717億72百万円(対前年

   同期比106.4％)と増収基調を辿りました。営業利益は、対前年同期と比べ、インターネット販売比率の上昇による

　 増益及び既存システムコストの削減効果はありましたが、海外音楽ジャンルの大型興行のチケット発売の減少の影

　 響に加え、新世代チケッティングシステムへの移行費用が期初想定通り計上されたため、全社利益を牽引しつつ

　 も、営業利益は、７億63百万円(対前年同期比78.5％)に止まりました。

     また、平成20年１月に予定しておりました、新世代チケッティングシステムへの移行につきましては、インター

　 ネットのカットオーバーが数日遅れるなど一部トラブルもありましたが、概ね無事完了いたしました。ただ、大規

　 模なシステム移行でもあることから、質量両面における安定的フル稼動に向けて慎重にも万全を期して進めており

   ます。

     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、42億82百万円(対前年同

   期比88.8％)となりました。一方、原価・経費の削減努力の効果は顕著に現れて来ておりますが、東アジア地区の

　 エンタテインメント市場への戦略的投資事業の開始に向けての調査費等の計上及び従前比厚目の返本調整引当金の

　 計上等から、営業損失は、２億71百万円(対前年同期比１億78百万円悪化)となりました。

 　　情報サービス他事業におきましては、新規成長事業への投資費用の発生もあり、売上高は、23億62百万円（対前

   年同期比92.2％）、営業利益は、51百万円(対前年同期比13百万円悪化)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、15億36百万円(対前年同期比１億20百万円増)となりました。　　 

 　　　なお、当第３四半期に、チケットの新世代チケッティングシステムへの移行に伴い、業務委託契約を解約したこ

　 　とによる違約金１億70百万円を特別損失として新たに計上いたしました。 

 

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３四半期連結会計期間末における資産は255億96百万円となり、前連結会計年度末と比較して70億９百万円

　 減少いたしました。流動資産は198億49百万円(前連結会計年度末70億49百万円減)となりました。変動の主なもの

　 は、現金及び預金の減少(38億21百万円)、受取手形及び売掛金の減少(32億98百万円)であります。また、固定資産

　 は、57億46百万円(前連結会計年度末40百万円増)となりました。

　　 負債は223億43百万円となり、前連結会計年度末と比較して57億28百万円減少いたしました。流動負債は190億31

　 百万円(前連結会計年度末59億91百万円減)となりました。変動の主なものは、買掛金の減少(48億47百万円)、短期

　 借入金の減少(７億65百万円)、１年内返済予定長期借入金の増加(８億36百万円)、１年内償還予定社債の減少(15

   億円)であります。固定負債は33億11百万円(前連結会計年度末２億62百万円増)となりました。変動の主なものは、

　 長期借入金の増加(18億４百万円)及び社債の減少(15億90百万円)であります。

     純資産は、32億52百万円となり、前連結会計年度末と比較して12億80百万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(11億66百万円)によるものであります。

ぴあ㈱（４３３７）平成 20 年３月期 第３四半期財務・業績の概況
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(2) キャッシュ・フローの概況  

 　　当第３四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△38億21百万円と大幅に

　 減少しております。これは、営業活動によるキャッシュ・フローでの20億73百万円の減少及び財務活動によるキャ

　 ッシュ・フローでの借入金の返済等による資金減少で当第３四半期会計期間末は95億12百万円となりました。

　　 営業活動によるキャッシュ・フローは、△20億73百万円となりました。この主要因は、税金等調整前四半期純損

   失が13億17百万円、売掛債権の減少が32億98百万円及び仕入債務の増加が48億47百万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、５億30百万円の支出となりました。この主要因は、無形固定資産の取得

　 による４億48百万円の支出によるものであります。　

　　 財務活動によるキャッシュ・フローは、12億14百万円の支出となりました。この主要因は、社債の償還による支

　 出30億90百万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３四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。

 

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。

ぴあ㈱（４３３７）平成 20 年３月期 第３四半期財務・業績の概況
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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３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

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 8,267,506 9,612,215 1,344,708  13,433,275

受取手形及び売掛金 9,395,177 9,215,192 △179,985  12,513,959

たな卸資産 134,376 117,468 △16,907  118,646

その他 1,102,441 923,758 △178,683  857,759

貸倒引当金 △20,748 △19,372 1,375  △24,887

流動資産合計 18,878,754 19,849,262 970,507 5.1 26,898,753

Ⅱ　固定資産      

有形固定資産      

建物及び構築物 22,760 24,986 2,225  23,156

工具器具及び備品 45,299 45,647 348  43,387

土地 6,240 6,240 －  6,240

無形固定資産      

ソフトウェア 1,096,175 597,961 △498,213  980,563

　　ソフトウェア仮勘定　 1,880,295 2,967,326 1,087,031  2,463,844

のれん 327,365 252,853 △74,512  291,860

その他 71,899 63,665 △8,234  67,215

投資その他の資産      

投資有価証券 731,548 793,188 61,640  820,003

その他 1,226,138 1,156,039 △70,098  1,181,650

貸倒引当金 △142,842 △160,992 △18,149  △171,430

固定資産合計 5,264,880 5,746,916 482,036 9.2 5,706,491

資産合計 24,143,634 25,596,178 1,452,544 6.0 32,605,244
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科目

前年同四半期末
（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

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 13,241,381 15,058,117 1,816,735  19,905,654

短期借入金 425,600 － △425,600  765,900

１年内返済予定長期借
入金 

320,000 1,237,800 917,800  401,000

１年内償還予定社債 － － －  1,500,000

未払金 822,175 1,297,125 474,949  962,744

賞与引当金 83,015 83,948 933  175,886

返品調整引当金 176,000 174,000 △2,000  141,000

持分法適用に伴う負債 99,889 48,957 △50,932  81,619

その他 1,028,287 1,131,320 103,032  1,089,092

流動負債合計 16,196,350 19,031,268 2,834,918 17.5 25,022,897

Ⅱ　固定負債      

社債 3,110,000 20,000 △3,090,000  1,610,000

長期借入金 440,000 2,783,800 2,343,800  979,000

退職給付引当金 52,110 51,723 △387  52,300

役員退職慰労引当金 122,745 150,197 27,451  125,773

その他 315,387 306,200 △9,187  281,878

固定負債合計 4,040,244 3,311,920 △728,323 △18.0 3,048,952

負債合計 20,236,594 22,343,188 2,106,594 10.4 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 △1,772,001 △2,240,629 △468,628  △1,074,603

自己株式 △61,043 △61,217 △173  △61,152

株主資本合計 3,576,138 3,107,336 △468,801 △13.1 4,273,427

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券評価差
額金 

11,287 5,917 △5,369  13,112

為替換算調整勘定 479 △4,918 △5,397  △837

評価・換算差額等合計 11,767 999 △10,767 △91.5 12,274

Ⅲ　少数株主持分 319,135 144,654 △174,480 △54.7 247,692

純資産合計 3,907,040 3,252,990 △654,050 △16.7 4,533,395

負債、純資産合計 24,143,634 25,596,178 1,452,544 6.0 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３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

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 74,761,488 78,356,237 3,594,749 4.8 100,028,588

Ⅱ　売上原価 67,204,931 70,873,350 3,668,418 5.5 89,260,774

売上総利益 7,556,556 7,482,886 △73,669 △1.0 10,767,814

返品調整引当金戻入額 294,000 162,000 △132,000  294,000

返品調整引当金繰入額 176,000 195,000 19,000  141,000

差引売上総利益 7,674,556 7,449,886 △224,669 △2.9 10,920,814

Ⅲ　販売費及び一般管理費 8,146,076 8,442,914 296,838 3.6 10,743,723

営業利益又は営業損失
(△)

△471,520 △993,027 △521,507 － 177,090

Ⅳ　営業外収益 16,919 33,245 16,325  29,214

Ⅴ　営業外費用 26,226 165,006 138,780  36,218

経常利益又は経常損失
(△)

△480,826 △1,124,789 △643,962 － 170,086

Ⅵ　特別利益 132,969 27,000 △105,969  403,782

Ⅶ　特別損失 154,316 219,316 65,000  274,516

税金等調整前四半期（当
期）純利益又は純損失
(△)

△502,173 △1,317,105 △814,932 － 299,352

法人税、住民税及び事業
税 

20,925 14,423 △6,502  21,756

法人税等調整額 42,193 19 △42,173  215,135

少数株主利益 △61,933 △165,523 △103,590  △131,577

四半期（当期）純利益又
は純損失(△)

△503,359 △1,166,025 △662,666 － 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12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   △1,166,025  △1,166,025

自己株式の取得    △65 △65

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） － － △1,166,025 △65 △1,166,091

平成19年12月31日　残高
（千円） 3,475,358 1,933,825 △2,240,629 △61,217 3,107,336

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     △1,166,025

自己株式の取得     △65

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）

△7,194 △4,081 △11,275 △103,038 △114,313

当四半期連結会計期間中の変
動額合計（千円） △7,194 △4,081 △11,275 △103,038 △1,280,405

平成19年12月31日　残高
（千円） 5,917 △4,918 999 144,654 3,252,990
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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３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

（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(△) △502,173 △1,317,105 299,352

減価償却費 437,278 425,294 581,325

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 － △132,969

固定資産除却損 116,688 2,800 120,888

売上債権の増減額(△：増加) 1,531,911 3,298,767 △1,586,870

仕入債務の増減額(△：減少) △2,707,940 △4,847,548 3,956,332

未払金の増減額(△：減少) 177,871 268,530 267,045

その他 △73,951 159,960 162,559

小計 △1,153,284 △2,009,300 3,396,851

法人税等の支払額 △28,633 △31,734 △27,022

法人税等の還付額 － 18,016 －

その他 △20,652 △50,002 △20,652

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,202,571 △2,073,020 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 △1,151,962 △448,536 △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 △14,000 － △147,000

投資有価証券清算による収入 － － 106,819

その他 △17,603 11,770 △10,804

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,183,565 △530,766 △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) 425,600 △765,900 765,900

長期借入れによる収入 － 3,100,000 700,000

長期借入金の返済による支出 △240,000 △458,400 △320,000

社債の償還による支出 △580,000 △3,090,000 △580,000

連結子会社の株式発行による収入 332,304 － 332,304

その他 △250 △315 △358

財務活動によるキャッシュ・フロー △62,345 △1,214,615 897,846

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 7,194 △2,658 △2,941

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 △2,448,482 △3,821,060 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 8,197,506 9,512,215 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３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12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 
67,451,598 4,822,136 2,487,753 74,761,488 － 74,761,488

(2)セグメント間の

　 内部売上高又は

　 振替高　

7,372 132 76,052 83,558 (83,558) －

 　　　 計 67,458,970 4,822,269 2,563,806 74,845,046 (83,558) 74,761,488

営業費用 66,485,836 4,915,988 2,498,927 73,900,752 1,332,255 75,233,008

営業利益又は営業損

失(△)
973,134 △93,719 64,878 944,293 (1,415,813) △471,520

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12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  
71,770,581 4,281,998 2,303,657 78,356,237 － 78,356,237

(2)セグメント間の

　 内部売上高又は

　 振替高　 

2,042 658 59,134 61,835 (61,835) －

 　　　計　 71,772,624 4,282,656 2,362,792 78,418,073 (61,835) 78,356,237

営業費用 71,008,715 4,554,455 2,311,249 77,874,420 1,474,844 79,349,264

営業利益又は営業損

失(△)
763,908 △271,798 51,543 543,653 (1,536,680) △993,027

（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３四半期、当第３四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３四半期、当第３四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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