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定時株主総会開催予定日  平成 20年５月20 日      配当支払開始予定日  平成 20年５月 21日 

有価証券報告書提出予定日 平成 20年５月21 日 
 

（記載金額は百万円未満切り捨て） 

１．20年２月期の業績（平成19年３月１日～平成20年２月29日） 
(1) 経営成績                             （％表示は対前期増減率） 

 チケット取扱高 営業収入 営業利益 経常利益 当期純利益 
 
20年２月期 
19年２月期 

百万円  ％ 
60,212 （  10.3） 
54,600 （   3.0） 

百万円  ％ 
6,960 （  6.5） 
6,533 （   4.4） 

百万円  ％ 
635 （△24.0） 
836 （   1.8） 

百万円  ％ 
697 （△19.8） 
870 （   3.2） 

百万円  ％ 
422 （△16.7） 
506 （   3.9） 

 
 

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 
営業利益率 

 
20年２月期 
19年２月期 

円 銭 
7,682 21 
9,217 24 

円 銭 
－ 
－ 

％ 
7.1 
8.9 

％ 
4.7 
6.4 

％ 
9.1 

12.8 
(参考)  持分法投資損益  20年２月期    －百万円   19年２月期      －百万円 
 
(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 

 
20年２月期 
19年２月期 

百万円 
14,847 
14,633 

百万円 
6,098 
5,866 

％ 
41.1 
40.1 

円 銭 
110,885 71 
106,659 93 

(参考)  自己資本       20年２月期   6,098百万円   19年２月期     5,866百万円 
 
(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 

 
20年２月期 
19年２月期 

百万円 
△120 
2,260 

百万円 
△1,662 
2,249 

百万円 
△191 
△109 

百万円 
7,475 
9,450 

 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 
純資産 
配当率 

 
19年２月期 
20年２月期 

円 銭 
1,500 00 
2,000 00 

円 銭 
1,500 00 
2,000 00 

円 銭 
3,000 00 
4,000 00 

百万円 
165  
220  

％ 
32.5 
52.1 

％ 
2.9 
3.7 

21年２月期 
（予想） 

1,500 00 1,500 00 3,000 00 
 

37.0 
 

(注)  20年２月期期末配当金の内訳 記念配当 500円00銭 
 
３．21年２月期の業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 

チケット取扱高 営業収入 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 
中間期 
通 期 

百万円 ％ 
34,411 （10.0） 
64,000 （ 6.3） 

百万円 ％ 
3,877 （10.8） 
7,732 （11.1） 

百万円 ％ 
490 （41.0） 
750 （18.0） 

百万円 ％ 
503 （33.5） 
775 （11.0） 

百万円 ％ 
289 （41.9） 
446 （ 5.6） 

円 銭 
5,263 42 
8,109 09 
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４．その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

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、16ページ「重要な会計方針」をご覧ください。〕 

 
(2) 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) 20年２月期 55,000株   19年２月期 55,000株 
② 期末自己株式数           20年２月期    －株    19年２月期    －株 
（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり情報」をご覧く

ださい。 
 

 
※ 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、３ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１． 経営成績 
 

（１）経営成績に関する分析 

① 当事業年度の経営成績 

当事業年度におけるわが国経済は、企業業績の拡大が続き設備投資も増加基調を維持するなど引続き緩やかな

景気回復基調にて推移しておりましたものの、原油価格や為替動向が企業業績に影響を与え始めるなど先行き不

透明感が増し予断を許さない状況が続きました。 

 

このような状況の中で当社は、当事業年度に創業15周年を迎え、なお一層の企業理念の定着に向けて平成19年

３月に人事制度の見直しを行うとともに、コンプライアンス・コードを制定し、お客様・お取引先様との公正な

取引やインサイダー取引防止などについて解説したハンドブックを作成して従業員等への研修を実施するなどコ

ンプライアンスの啓発と徹底に努めております。さらに金融商品取引法のもとで適用される内部統制報告制度へ

の対応のための取組みを加速化するべく平成19年10月に内部統制委員会を発足させるなど、更なる業務の適正を

確保するための体制整備に努めてまいりました。 

営業面におきましては、無料情報誌「ＬＡＷＳＯＮ ＴＩＣＫＥＴ ＷＩＴＨ Ｌｏｐｐｉ」を「月刊ローソン

チケット」と改め、７月に創刊号を発刊いたしました。無料情報誌「月刊ローソンチケット」は公演情報等の入

手がより楽しく・簡便に行えることを目的に編集内容を見直すとともにコンサートを中心とする「ＬＩＶＥ版」

と演劇・スポーツ等を中心とする「ＥＮＴＡ版」の２誌を毎月１日と15日に分けて発刊しております。さらに、

当該情報誌専用什器の「ＬＡＷＳＯＮ」各店舗への設置を進めております。平成20年１月にはＷｅｂ・モバイル

サイトの全面リニューアルを行い、予約処理性能が飛躍的に向上し、取扱高の拡大に寄与いたしました。また同

時に、厳しい競合状況から脱却すべく、他社動向を踏まえて手数料体系の見直しを実施いたしました。今後も、

より多くのお客様へ鮮度の高い情報を提供するなどサービスの質の向上を図ることにより、なお一層の販売力・

仕入力の強化へ努めてまいります。 

 

チケット販売事業におきましては、チケット取扱高が602億円となり前事業年度実績を上回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、コンサートではケツメイシの「ＫＴＭ ＴＯＵＲ ２００８」や、浜

崎あゆみの「ａｙｕｍｉ ｈａｍａｓａｋｉ ＡＳＩＡ ＴＯＵＲ ２００８～１０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ

～」などの大型公演の販売が好調に推移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、スポ

ーツではプロ野球日本シリーズやクライマックスシリーズの販売に加え、ＭＬＢ開幕戦の販売が好調に推移したこ

となどにより、さらに取扱高を拡大させることができました。また、イベントでは前事業年度に引続き「シルク・

ドゥ・ソレイユ ＤＲＡＬＩＯＮ」の販売が好調に推移し大幅に取扱高を伸ばすことができたことなどによるもの

です。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5,013,930千円（前期比 8.8％増）とな

りました。 

 

その他事業におきましては、アーティスト関連グッズ販売では、韓流アーティスト関連グッズ等の販売が好調

に推移し、また、イベントの企画・開催へ参画した「２００７ ＦＩＡ世界ラリー選手権第14戦ＲＡＬＬＹ ＪＡ

ＰＡＮ」関連グッズの制作を行うなど前事業年度実績を上回ることができました。他にも「ディズニーライブ！

ミッキーのマジックワールド」や「ＢＬＵＥ ＭＡＮ ＧＲＯＵＰ ＩＮ ＴＯＫＹＯ」などの企画・開催へ参画す

るなどノウハウの蓄積・ビジネスフレームの構築にも取組んでまいりましたが、広告営業収入関連の不振により、
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その他事業における営業収入につきましては1,946,108千円（前期比 1.0％増）となりました。 

 

以上の結果、当事業年度の営業収入は、6,960,038千円（前期比 6.5％増）となりました。経常利益につきま

しては、グッズ販売と連動した仕入原価の増加に加え、Ｗｅｂ・モバイルサイト刷新にともなう一時的な発生費

用を含むシステム関連費用等の増加や取扱高拡大及び会員獲得を目的とした販促強化などにより、697,917千円

（前期比 19.8％減）となり、当期純利益は422,521千円（前期比 16.7％減）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18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日 
増 減 率 

チ ケ ッ ト 販 売 収 入 4,606,522 5,013,930 ＋8.8% 

そ の 他 の 収 入 1,926,700 1,946,108 ＋1.0% 

合 計 6,533,223 6,960,038 ＋6.5% 

（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 次期の見通し 

今後の当社を取り巻く経済環境は、原油価格や為替動向という不安材料を抱え、先行き不透明感が企業の景況

感を悪化させその動向にも影響を与え始める中で景気の停滞や後退が懸念されるなど、予断を許さない状況が続

くものと思われます。 

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、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、引続きイベント等の企画・開催に参

画し、そのノウハウの蓄積により独自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、一新された無料情報誌「月刊ローソンチケット」及びＷｅｂ・モバイルサイトを通じ

て、より鮮度の高い公演情報等の入手がより楽しく・簡便に行えるように努めるとともに、「欲する方に欲する

もの」を適時・的確にご提供できるよう当社会員数の拡大を図り、ご利用者数とご利用頻度を向上させてまいり

ます。 

また、異業種企業とのアライアンス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。 

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、企業理念の浸透・定着への取組

みや人事制度の見直しなどにより企業風土の刷新を図り、人員体制を整備するとともに内部統制システムの整

備・強化にも努めてまいります。 
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以上により、次期の業績見通しにつきましては、営業収入7,732百万円、営業利益750百万円、経常利益775百

万円、当期純利益446百万円を見込んでおります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債、純資産の状況 

当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べ214,207千円増加し、14,847,640千円となりました。当

事業年度におけるそれらの要因は以下のとおりであります。 

流動資産は、1,218,813千円減少し、12,138,802千円となりました。これは主に、システム更新投資の支払い

に充当すべく運用資金の圧縮を図ったことにともない有価証券が1,398,107千円減少したことによるものです。 

固定資産は、1,433,020千円増加し、2,708,837千円となりました。これは主に、Ｗｅｂ・モバイル基幹システ

ム更新投資等により無形固定資産が1,231,977千円増加したことによるものです。 

負債は18,210千円減少し、8,748,926千円となりました。これは主に、チケット販売等に係る営業未払金が

796,939千円減少し、チケット販売等に係る預り金が758,905千円増加したことによるものです。 

純資産は、232,418千円増加し、6,098,714千円となりました。これは主に、利益剰余金が230,021千円増加し

たことによるものです。 

② キャッシュ・フローの状況 

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1,975,400千円減

少し、7,475,275千円となりました。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） 

営業活動の結果使用した資金は120,899千円（前事業年度は2,260,817千円の獲得）となりました。これは主

に、税引前当期純利益が692,369千円となりましたものの、チケット販売等に係る営業未収入金の増加と法人税

等の支払いによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は1,662,582千円（前事業年度は2,249,202千円の獲得）となりました。これは

主に、Ｗｅｂ・モバイル基幹システム更新投資等の固定資産取得によるものです。 

（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191,918千円（前年同期比 75.3％増）となりました。これは、配当金の支払

いによるものです。 

キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期 平成20年２月期 

自己資本比率（％） 42.0 44.0 40.1 41.1 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
112.0 90.4 53.7 53.0 

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 

（注）１ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

２ 有利子負債関連指標につきましては、当社が有利子負債を有していないため記載しておりません。 
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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 

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、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ります。 

当事業年度において、会社設立15周年を迎えこれまで当社をご支援いただきました株主の皆様への利益還元策

の一環として記念配当を加えて増配することとし、上記方針に基づき、１株につき普通配当1,500円に記念配当

500円を加えた2,000円の中間配当を行い、期末配当金につきましても普通配当1,500円・記念配当500円の2,000円

とし、年間配当金を4,000円とすることを予定しております。 

翌事業年度におきましては、１株につき普通配当1,500円の中間配当及び期末配当とし、年間配当金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。 
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２．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。 

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20年２月29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から、チケットの販売委託を受けております。 

２ 三木谷浩史氏が平成19年３月７日付で当社取締役を辞任いたしましたので、株式会社クリムゾンフッ

トボールクラブは関連当事者ではなくなりました。 

 

当    社 

コールセンター Ｗｅｂ モバイル 

取引先プレイガイド 

親会社 
株式会社ローソン 

LAWSON（Loppi） 

顧    客 

興行主催者 
（プロモーター） 

関連当事者 
・株式会社ウエス 

商品(チケット)販売委託 

商品(チケット)販売委託 
商品(チケット)販売委託 

商品(チケット)販売 商品(チケット)販売 

チケットシステム 
収入 

チケットシステム 
収入 

収納代行 

チケットの引渡 チケットの引渡 

チ
ケ
ッ
ト
の
予
約 

チ
ケ
ッ
ト
の
配
送 
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３．経営方針  
 

平成19年２月期決算短信（平成19年４月11日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を

省略しております。 

当該決算短信は、以下のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://lawsonticket-ir.com 

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） 

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 
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４．財務諸表 
 

（１）貸借対照表 

(単位：千円) 

  
前事業年度 

平成19年２月28日 

当事業年度 

平成20年２月29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   6,852,145   6,675,437   

 ２ 営業未収入金 ※１  2,618,780   2,902,380   

 ３ 有価証券   3,597,446   2,199,339   

 ４ 商品   15,939   15,947   

 ５ 制作品   3,095   7,875   

 ６ 前払費用   20,653   39,954   

 ７ 繰延税金資産   52,730   26,019   

 ８ 未収入金   176,057   142,270   

 ９ 未収消費税等   －   73,639   

10 その他   20,963   56,061   

   貸倒引当金   △196   △122   

   流動資産合計   13,357,616 91.3  12,138,802 81.8 △1,218,813 

Ⅱ 固定資産         

 １ 有形固定資産        

  （1）建物  20,644   19,304    

     減価償却累計額  8,594 12,049  8,432 10,871   

  （2）工具器具備品  275,979   567,745    

     減価償却累計額  225,443 50,536  269,399 298,345   

   有形固定資産合計   62,585 0.4  309,217 2.1 246,632 

 ２ 無形固定資産         

  （1）ソフトウェア   83,847   1,428,550   

  （2）ソフトウェア仮勘定   117,800   9,051   

  （3）電話加入権   18,279   14,304   

   無形固定資産合計   219,927 1.5  1,451,905 9.7 1,231,977 

 ３ 投資その他の資産         

  （1）投資有価証券   796,991   300,285   

  （2）長期前払費用   1,951   5,830   

  （3）繰延税金資産   125,067   77,298   

  （4）差入保証金   69,293   83,296   

  （5）預託金 ※２  －   481,005   

   投資その他の資産合計   993,303 6.8  947,714 6.4 △45,589 

   固定資産合計   1,275,817 8.7  2,708,837 18.2 1,433,020 

   資産合計   14,633,433 100.0  14,847,640 100.0 214,207 
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(単位：千円) 

  
前事業年度 

平成19年２月28日 

当事業年度 

平成20年２月29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  7,521,857   6,724,917   

 ２ 未払金   513,627   780,075   

 ３ 未払費用   71,224   46,764   

 ４ 未払法人税等   198,236   9,271   

 ５ 未払消費税等   13,706   －   

 ６ 前受金   21,201   9,226   

 ７ 預り金   253,523   1,012,428   

 ８ 賞与引当金   50,038   44,529   

 ９ 返品調整引当金   81   74   

   流動負債合計   8,643,495 59.1  8,627,287 58.1 △16,207 

Ⅱ 固定負債         

 １ 退職給付引当金   54,370   69,913   

 ２ 役員退職慰労引当金   58,400   43,700   

 ３ その他   10,872   8,026   

   固定負債合計   123,642 0.8  121,639 0.8 △2,003 

   負債合計   8,767,137 59.9  8,748,926 58.9 △18,210 

(純資産の部)         

Ⅰ 株主資本         

１ 資本金   2,892,575 19.8  2,892,575 19.5 － 

２ 資本剰余金         

  資本準備金  1,342,825   1,342,825    

  資本剰余金合計   1,342,825 9.2  1,342,825 9.0 － 

３ 利益剰余金         

  その他利益剰余金         

   繰越利益剰余金  1,633,031   1,863,052    

  利益剰余金合計   1,633,031 11.1  1,863,052 12.6 230,021 

  株主資本合計   5,868,431 40.1  6,098,452 41.1 230,021 

Ⅱ 評価・換算差額等         

その他有価証券評価差額金   △2,135 △0.0  261 0.0 2,396 

  評価・換算差額等合計   △2,135 △0.0  261 0.0 2,396 

   純資産合計   5,866,296 40.1  6,098,714 41.1 232,418 

   負債純資産合計   14,633,433 100.0  14,847,640 100.0 214,207 
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（２）損益計算書 

(単位：千円) 

  

前事業年度 

自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

当事業年度 

自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29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  6,533,223 100.0  6,960,038 100.0  

Ⅱ 営業原価 ※１  3,294,514 50.4  3,587,334 51.5  

営業総利益   3,238,708 49.6  3,372,704 48.5  

返品調整引当金戻入額   9 0.0  7 0.0  

差引営業総利益   3,238,717 49.6  3,372,711 48.5 133,993 

Ⅲ 販売費及び一般管理費         

 １ 広告宣伝費  276,701   504,644    

 ２ 役員報酬  76,354   63,291    

 ３ 従業員給与手当  591,681   712,149    

 ４ 従業員賞与  36,745   47,321    

 ５ 賞与引当金繰入額  50,038   44,529    

 ６ 退職給付費用  17,418   19,363    

 ７ 役員退職慰労引当金繰入額  28,800   15,300    

 ８ 法定福利・厚生費  107,717   118,298    

 ９ 通信費  103,235   109,301    

 10 保守料  156,647   270,758    

 11 システム管理費  100,183   154,852    

 12 減価償却費  237,318   153,677    

 13 賃借料  72,391   77,017    

 14 リース料  155,781   63,982    

 15 その他  391,568 2,402,582 36.8 382,561 2,737,048 39.3 334,465 

営業利益   836,134 12.8  635,662 9.2 △200,472 

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息  5,443   13,270    

２ 有価証券利息  19,302   40,150    

３ 債務整理益  8,962   8,713    

４ その他  302 34,011 0.5 120 62,254 0.9 28,242 

経常利益   870,146 13.3  697,917 10.1 △172,229 

Ⅴ 特別利益         

１ 貸倒引当金戻入益  －   44    

２ 固定資産売却益 ※２ 1,216 1,216 0.0 － 44 0.0 △1,171 

Ⅵ 特別損失         

１ 固定資産除却損 ※３ 99 99 0.0 5,592 5,592 0.1 5,492 

税引前当期純利益   871,262 13.3  692,369 10.0 △178,892 

法人税、住民税及び事業税  369,000   197,000    

法人税等調整額  △4,686 364,314 5.5 72,848 269,848 3.9 △94,466 

当期純利益   506,948 7.8  422,521 6.1 △84,426 
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 営業原価明細書 
(単位：千円) 

  

前事業年度 

自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 

当事業年度 

自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29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   413,231 12.5  558,283 15.6 145,051 

Ⅱ 制作品制作原価   38,310 1.2  72,321 2.0 34,011 

Ⅲ 経費         

 １ 支払手数料  1,906,570   1,922,268    

 ２ 出版経費  617,764   606,147    

 ３ その他  318,638 2,842,972 86.3 428,312 2,956,728 82.4 113,756 

  営業原価   3,294,514 100.0  3,587,334 100.0 292,819 
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（３）株主資本等変動計算書 

 
前事業年度(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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当事業年度(自 平成19年３月1日 至 平成20年２月29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 

事業年度中の変動額       

剰余金の配当    △192,500 △192,500 △192,500 

当期純利益    422,521 422,521 422,521 

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 － － － 230,021 230,021 230,021 

平成20年２月29日残高 2,892,575 1,342,825 1,342,825 1,863,052 1,863,052 6,098,452 

 

 

 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19年２月28日残高 △2,135 △2,135 5,866,296 

事業年度中の変動額    

剰余金の配当   △192,500 

当期純利益   422,521 

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額（純額） 
2,396 2,396 2,396 

事業年度中の変動額合計 2,396 2,396 232,418 

平成20年２月29日残高 261 261 6,098,714 
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（４）キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円) 

 

前事業年度 

自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

当事業年度 

自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29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  871,262 692,369  

 減価償却費  237,318 153,677  

 固定資産売却益  △1,216 －  

 固定資産除却損  99 5,592  

 賞与引当金の増加額（△減少額）  △665 △5,509  

 退職給付引当金の増加額（△減少額）  12,831 15,543  

 役員退職慰労引当金の増加額（△減少額）  25,800 △14,700  

 営業未収入金の減少額（△増加額）  △174,669 △283,600  

 未収入金の減少額（△増加額）  △74,652 33,787  

 営業未払金の増加額（△減少額）  1,558,305 △796,939  

 預り金の増加額（△減少額）  78,158 758,905  

 その他（純額）  120,587 △315,470  

小計  2,653,159 243,655 △2,409,503 

 利息及び配当金の受取額  15,159 19,485  

 法人税等の支払額  △407,501 △384,041  

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,260,817 △120,899 △2,381,717 

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）  2,352,943 121,248  

 固定資産の取得による支出  △106,206 △1,287,443  

 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  △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）  － △14,003  

 長期前払費用の増加額  △800 △1,379  

 預託金の払込による支出  － △481,005  

投資活動によるキャッシュ・フロー  2,249,202 △1,662,582 △3,911,784 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー     

   配当金の支払額  △109,478 △191,918  

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △109,478 △191,918 △82,440 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  4,400,541 △1,975,400 △6,375,941 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  5,050,134 9,450,675 4,400,541 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  9,450,675 7,475,275 △1,975,400 
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（５）重要な会計方針 

 

項  目 

前事業年度 

自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

当事業年度 

自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日 

１ 有価証券の評価基準及び評価 

方法 

 

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 

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。 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

      同左 

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 

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。 

（会計方針の変更） 

当事業年度から法人税法の改正（（所

得税法等の一部を改正する法律 平成19

年３月30日 法律第６号）及び（法人税

法施行令の一部を改正する政令 平成19

年３月30日 政令第83号））にともな

い、平成19年４月１日以降に取得したも

のについては、改正後の法人税法に規定

する償却方法により減価償却費を計上し

ております。 

これによる損益に与える影響額は軽微

であります。 

 (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 
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項  目 

前事業年度 

自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

当事業年度 

自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日 

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 

 

 

（６）重要な会計方針の変更 

前事業年度 

自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

当事業年度 

自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日 

（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。                

                          

 

（７）表示方法の変更 

前事業年度 

自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

当事業年度 

自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29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。                  

                          

 

（８）注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 

平成19年２月28日 

当事業年度 

平成20年２月29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     1,236,150千円 

営業未払金       253,592千円 

※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     1,297,953千円 

 

                          ※２ 預託金は、Key Brand Entertainment,Inc.の優先株式

（45千株）取得のための預託金であります。 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 

自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

当事業年度 

自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29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         1,154,630千円 

営業原価         1,766,235千円 

※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         1,110,676千円 

営業原価         1,801,482千円 

※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 
 

※２                     

 

※３ 固定資産除却損の内訳は、以下のとおりであります。 

電話加入権 3,975千円 

建物附属設備 1,283千円 

工具器具備品 333千円 

合計 5,592千円 
 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成18年３月1日 至 平成19年２月28日） 

 １．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
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） 

発行済株式     

普通株式 55,000 － － 55,000 

合計 55,000 － － 55,000 

 

 ２．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 

 

 （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 

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23日 

 

当事業年度（自 平成19年３月1日 至 平成20年２月29日） 

 １．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
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） 

発行済株式     

普通株式 55,000 － － 55,000 

合計 55,000 － － 55,000 
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 ２．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19年５月22日 

定時株主総会 
普通株式 82,500 1,500 平成19年２月28日 平成19年５月23日 

平成19年10月10日 

取締役会 
普通株式 110,000 2,000 平成19年８月31日 平成19年11月12日 

 （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20年５月20日 

定時株主総会 
普通株式 110,000 利益剰余金 2,000 平成20年２月29日 平成20年５月21日 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 

自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

当事業年度 

自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29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  

現金及び預金勘定 6,852,145千円 

有価証券勘定 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 

  
 

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 

現金及び預金勘定 6,675,437千円 

有価証券勘定 2,199,339千円 

償還期間が取得日から

３ケ月を超える債券等 
△1,399,501千円 

現金及び現金同等物 7,475,275千円 

  
 

 

（リース取引関係） 

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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（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19年２月28日 

当事業年度 

平成20年２月29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 9 499,865 499,897 31 

 ②社債 － － － 700,000 700,508 508 

 ③その他 － － － － － － 

(3)その他 － － － － － － 

小計 499,878 499,888 9 1,199,865 1,200,405 539 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 
      

(1)株式 241 182 △58 241 177 △63 

(2)債券       

 ①国債・地方債等 3,097,906 3,097,558 △348 299,958 299,940 △18 

 ②社債 800,000 796,809 △3,191 500,000 499,985 △15 

 ③その他 － － － 499,118 499,116 △2 

(3)その他 － － － － － － 

小計 3,898,147 3,894,549 △3,597 1,299,317 1,299,218 △99 

合計 4,398,026 4,394,438 △3,588 2,499,183 2,499,624 440 

 

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 － － 
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当事業年度(平成20年２月29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 799,837 － － － 

 ②社債 900,385 300,108 － － 

 ③その他 499,116 － － － 

(2)その他 － － － － 

合計 2,199,339 300,108 － － 

 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度(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。 

 

当事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29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18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

当事業年度 

自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29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 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。 

２ 退職給付債務に関する事項 

(1) 退職給付債務 69,913千円

(2) 退職給付引当金 69,913千円

(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 17,418千円

(2) 退職給付費用合計 17,418千円
 

３ 退職給付費用に関する事項 

(1) 勤務費用 19,363千円

(2) 退職給付費用合計 19,363千円
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（税効果会計関係） 

前事業年度 

平成19年２月28日 

当事業年度 

平成20年２月29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 

   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
 

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 

  繰延税金資産 

   退職給付引当金 28,314千円

   賞与引当金 18,034千円

   電話加入権 13,331千円

   減価償却費 12,913千円

   未払事業税 5,466千円

   未払費用 2,055千円

   その他 23,380千円

   繰延税金資産合計 103,497千円

  繰延税金負債 

   その他有価証券評価差額金 △179千円

  繰延税金資産の純額 103,317千円

 

 

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。 

 

当事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。 
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（関連当事者との取引） 

前事業年度(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。 
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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 
並びに 
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。 
 

当事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29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 

1,231,986 
販売手数料 
支払 

1,790,814 
営業 
未払金 

6,237 

チケットシ
ステム収入 

722,237 
営業 
未収入金 

38,068 

広告営業 
収入 

381,163 
営業 
未収入金 

27,899 

未収入金 51,859 

未払金 584 

前受金 8,437 

親会社 
㈱ 
ローソン 

東京都 
品川区 

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 75.1 

兼任２人 
チケット 
の販売 
委託等 

広告宣伝費 
受入 

377,412 

預り金 276 

(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･････業界水準を考慮した上で、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。 

４ 平成20年１月に当社手数料体系見直しの一環として「販売手数料支払」及び「チケットシステム収入」

における取引条件の見直しを実施いたしました。 
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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 

35,329 
販売手数料 
収入 

81,978 
営業 
未収入金 

155 

広告営業 
収入 

2,000 － － 

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 

札幌市 
西区 

10,000 

音楽興行 
並びに 
各種催事の 
企画・運営 

(被所有) 
直接 0.4 

兼任１人 
チケット 
の販売 
受託等 

広告宣伝費 
支払 

26,753 － － 

(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 

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。 

 

(ストック・オプション等関係） 

前事業年度(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。 

 

当事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

該当事項はありません。 

 

(企業結合等) 

前事業年度(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。 

 

当事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

項  目 

前事業年度 

自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

当事業年度 

自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日 

１株当たり純資産額 106,659円93銭 110,885円71銭 

１株当たり当期純利益 9,217円24銭 7,682円21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18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

当事業年度 

自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日 

損益計算書上の当期純利益 (千円) 506,948 422,521 

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) 506,948 422,521 

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。 

 

当事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

  該当事項はありません。 
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５．その他 
 

役員の異動（平成20年５月20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） その他の役員の異動 

①新任取締役候補 

取 締 役    佐々木 宏司（現 経営戦略室長兼次期システム開発プロジェクトリーダー） 

②新任監査役候補 

監 査 役    田 野 義 幸（現 株式会社ローソン 経営戦略ステーション 

経営管理・事業開発シニアマネジャー） 

（注） 新任監査役候補の田野義幸は、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。 

③退任予定取締役 

和田 憲一（現 取締役総務法務室長） 

山﨑 文雄（現 取締役営業本部副本部長兼営業４部長兼営業後方管掌） 

④退任監査役 

今田 勝之（現 非常勤監査役） 

 

なお、役員の異動につきましては、平成20年４月10日開催の取締役会において決議されたものであります。 

 




