
平成21年3月期 第2四半期決算短信 

平成20年11月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ぴあ 上場取引所 東 

コード番号 4337 URL http://www.pia.co.jp/pia/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 矢内 廣

問合せ先責任者 （役職名） 取締役コーポレート本部長 （氏名） 松岡 慎一郎 TEL 03-3265-9605

四半期報告書提出予定日 平成20年11月14日

1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 49,514 ― △762 ― △805 ― △1,379 ―

20年3月期第2四半期 53,143 0.5 △486 ― △603 ― △532 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 △128.65 ―

20年3月期第2四半期 △53.79 ―

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

21年3月期第2四半期 22,777 2,415 10.4 211.18
20年3月期 22,910 1,812 7.7 177.70

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,380百万円 20年3月期  1,758百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 3.8 △1,300 ― △1,350 ― △2,550 ― △259.53

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他をご覧下さい。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ「定性的情報・財務諸表」４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月15日に公表いたしました通期連結業績予想は修正しておりません。上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもの
であり、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  11,294,113株 20年3月期  9,917,613株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  22,445株 20年3月期  22,395株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  10,722,589株 20年3月期第2四半期  9,895,276株



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、平成20年５月15日に発表した中期３ケ年計画に基づき、抜本的な事業構造改革の断行と新たな

事業構造への転換に向けて、当第２四半期連結累計期間においては、各種リストラ策の一環として希望退職の募集を

断行してまいりました。また主力チケット事業の従来の成長軌道への早期かつ確実な復帰に向け新システムの安定的

な稼動を実現させ、収益改善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２四半期累計期間の業績は、連結売上高495億14百万円(対公表比105.3％、対前年同

期比93.2％)、営業損失７億62百万円(対公表値比１億57百万円良化、対前年同期比276百万円減)、経常損失８億５百

万円(対公表値比１億45百万円良化、対前年同期比２億１百万円減)、四半期純損失13億79百万円(対公表値比５億71

百万円良化、対前年同期比８億47百万円減)となり、期初想定を上回って推移しております。

　チケット事業におきましては、新システムの安定稼動もあり、チケット売上については徐々に回復してきたことに

加え、従来から推進してきました興行主催者側のチケット販売業務を包括的に支援するソリューション事業において、

これまで培ってきた販売ノウハウと新チケットシステムが信頼を得た結果、新たに吉本興業株式会社、財団法人日本

サッカー協会、演劇集団キャラメルボックス等と業務提携を締結いたしました。また、＠ぴあ会員の会員数（平成20

年３月末423万人、平成20年９月末498万人）も順調に拡大しており10月には500万人を突破いたしました。以上の結

果、売上高は、450億79百万円(対前年同期比92.7％)となり、営業利益は、３億73百万円(対前年同期比53.6％)とな

りました。

　出版事業におきましては、発刊点数の計画的な絞込みを継続しており、売上高は、25億11百万円(対前年同期比

84.0％)、営業損失は、１億73百万円(対前年同期比２百万円減)となりました。

　情報サービス他事業におきましては、デジタル情報売上の伸長により、売上高は、19億23百万円(対前年同期比

127.0％)、営業利益は、１億１百万円(対前年同期比222.2％)の黒字となりました。

　財務基盤の早期回復を念頭においた資本増強策として６月に第三者割当増資20億円を実行いたしました。また、当

第２四半期連結累計期間における営業キャッシュ・フローの改善も進み２億36百万円の黒字となりました。財務制限

条項に抵触していたシンジケートローンについても完済しております。

　なお、当社といたしましては、現事業構造の更なる抜本的改革を断行し、チケット事業への集中と基盤強化を図り

つつ、優良な顧客基盤を活用し、チケット事業を中核に据え、メディア事業で培ったノウハウを活かしたクロスメ

ディア型流通プラットフォームへの事業構造転換を図るべく邁進しております。

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２四半期連結会計期間末における資産は227億77百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億33百万円

　 減少いたしました。流動資産は163億47百万円(前連結会計年度末７億39百万円増)となりました。変動の主なもの

　 は、現金及び預金の増加(８億78百万円)、受取手形及び売掛金の減少(１億７百万円)であります。また、固定資産

　 は、64億29百万円(前連結会計年度末８億72百万円減)となりました。

　　 負債は203億61百万円となり、前連結会計年度末と比較して７億37百万円減少いたしました。流動負債は176億３

　 百万円(前連結会計年度末１億47百万円減)となりました。変動の主なものは、買掛金の増加(２億１百万円)、１年

　 内返済予定長期借入金の減少(２億95百万円)、未払金の減少（１億３百万円）であります。固定負債は27億58百万

　 円(前連結会計年度末５億90百万円減)となりました。変動の主なものは、長期借入金の減少(８億93百万円)、退職

　 給付引当金の増加（３億39百万円増）であります。

     純資産は、24億15百万円となり、前連結会計年度末と比較して６億３百万円増加いたしました。これは第三者割

   当増資に伴う資本金及び資本剰余金増加（計20億円）、四半期純損失の計上による利益剰余金の減少(13億79百万

   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２四半期連結累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８億78百万円増加し、当

第２四半期連結会計期間末は64億38百万円となりました。　　 

　営業活動によるキャッシュ・フローは、２億36百万円の収入となりました。この主要因は、税金等調整前純損失が

13億85百万円、減価償却費５億80百万円、希望退職に伴う退職給付引当金の増加３億39百万円、仕入債務の増加が２

億１百万円及び売上債権の減少１億７百万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、10百万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48百万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、６億51百万円の収入となりました。この主要因は、株式の発行による収

入19億90百万円、長期借入金の返済による支出11億88百万円によるものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年５月15日に公表いたしました業績予想は変更ありません。

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）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法　

　     　 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

　　　　　れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

　      ２．固定資産の減価償却費の算定方法　

　　　　　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

　　　　　っております。

　　　　３．経過勘定科目の算定方法　

　　　　　固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少なものについては、合理的な算定方法による概算額で計上

　　　　　する方法によっております。

　　　　４．連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去

　連結会社相互間の債権と債務の相殺消去

　　　当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで債権

　　と債務を相殺消去しております。

　連結会社相互間の取引を相殺消去

　　　取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法により相

　　殺消去しております。

　　（３）四半期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

　　　　・会計処理基準に関する事項の変更

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年３月14日）及び

　「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号　平成19年３月14日）を適

用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　　　　２．重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、総平均法による原価法によっておりましたが、第１

四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が

適用されたことに伴い、総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）により算定しております。これによる損益に与える影響はありません。

　      ３．「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実

務対応報告第18号　平成18年５月17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。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,538,157 5,659,215

受取手形及び売掛金 8,754,088 8,861,506

商品及び製品 58,329 66,435

仕掛品 8,803 5,490

原材料及び貯蔵品 12,950 10,877

その他 995,229 1,025,135

貸倒引当金 △20,191 △20,469

流動資産合計 16,347,367 15,608,192

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,515 19,600

工具、器具及び備品（純額） 33,547 43,321

土地 6,240 6,240

有形固定資産合計 56,303 69,162

無形固定資産   

のれん 78,829 149,839

ソフトウエア 4,917,346 5,416,051

ソフトウエア仮勘定 15,970 37,529

その他 63,883 64,277

無形固定資産合計 5,076,029 5,667,697

投資その他の資産   

投資有価証券 515,184 584,262

その他 1,079,424 1,144,033

貸倒引当金 △297,079 △162,427

投資その他の資産合計 1,297,530 1,565,867

固定資産合計 6,429,863 7,302,727

資産合計 22,777,230 22,910,920

負債の部   

流動負債   

買掛金 13,802,255 13,600,661

短期借入金 125,000 275,000

1年内返済予定の長期借入金 1,032,800 1,327,800

未払金 740,569 843,655

賞与引当金 112,767 167,189

返品調整引当金 277,000 391,000

持分法適用に伴う負債 12,177 16,553

未払法人税等 29,128 21,479

その他 1,471,564 1,107,327



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

流動負債合計 17,603,261 17,750,667

固定負債   

社債 20,000 20,000

長期借入金 1,939,200 2,833,100

退職給付引当金 391,552 51,988

役員退職慰労引当金 99,852 150,825

その他 307,504 292,202

固定負債合計 2,758,109 3,348,116

負債合計 20,361,370 21,098,783

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,475,385 3,475,358

資本剰余金 2,933,852 1,933,825

利益剰余金 △4,956,444 △3,576,983

自己株式 △61,327 △61,250

株主資本合計 2,391,465 1,770,949

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,869 848

為替換算調整勘定 △12,958 △13,434

評価・換算差額等合計 △11,088 △12,585

少数株主持分 35,482 53,773

純資産合計 2,415,859 1,812,137

負債純資産合計 22,777,230 22,910,920



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 49,514,331

売上原価 44,927,647

売上総利益 4,586,684

返品調整引当金繰入差額 △114,000

差引売上総利益 4,700,684

販売費及び一般管理費 5,462,999

営業損失（△） △762,315

営業外収益  

受取利息 4,297

受取配当金 3,040

持分法による投資利益 2,062

その他 7,330

営業外収益合計 16,731

営業外費用  

支払利息 45,406

株式交付費 9,307

その他 4,793

営業外費用合計 59,506

経常損失（△） △805,091

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額 11,944

特別利益合計 11,944

特別損失  

固定資産除却損 932

投資有価証券評価損 83,829

減損損失 7,832

貸倒引当金繰入額 122,000

借入金一括返済違約金 2,120

役員保険解約違約金 21,535

特別退職金 353,680

特別損失合計 591,931

税金等調整前四半期純損失（△） △1,385,078

法人税、住民税及び事業税 15,291

法人税等調整額 △1,419

法人税等合計 13,871

少数株主損失（△） △19,488

四半期純損失（△） △1,379,461



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 23,259,316

売上原価 21,037,357

売上総利益 2,221,958

返品調整引当金繰入差額 △54,000

差引売上総利益 2,275,958

販売費及び一般管理費 2,718,883

営業損失（△） △442,924

営業外収益  

受取利息 3,291

受取配当金 1,354

持分法による投資利益 671

その他 2,420

営業外収益合計 7,737

営業外費用  

支払利息 20,040

その他 2,334

営業外費用合計 22,374

経常損失（△） △457,561

特別損失  

固定資産除却損 452

投資有価証券評価損 6,268

減損損失 7,832

貸倒引当金繰入額 122,000

役員保険解約違約金 13,854

特別退職金 43,107

特別損失合計 193,515

税金等調整前四半期純損失（△） △651,077

法人税、住民税及び事業税 5,767

法人税等調整額 934

法人税等合計 6,702

少数株主利益 3,575

四半期純損失（△） △661,355



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △1,385,078

減価償却費 580,054

株式交付費 9,307

のれん償却額 71,010

貸倒引当金の増減額（△は減少） 134,373

退職給付引当金の増減額（△は減少） 339,563

返品調整引当金の増減額（△は減少） △114,000

受取利息及び受取配当金 △7,338

支払利息 45,406

投資有価証券評価損益（△は益） 83,829

有形及び無形固定資産除却損 932

売上債権の増減額（△は増加） 107,241

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,720

仕入債務の増減額（△は減少） 201,593

未払金の増減額（△は減少） △109,224

その他 334,090

小計 294,483

利息及び配当金の受取額 8,586

利息の支払額 △45,072

法人税等の支払額 △21,462

営業活動によるキャッシュ・フロー 236,535

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △1,305

無形固定資産の取得による支出 △48,377

その他 39,140

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,542

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △150,000

長期借入金の返済による支出 △1,188,900

株式の発行による収入 1,990,747

自己株式の取得による支出 △76

財務活動によるキャッシュ・フロー 651,770

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 878,942

現金及び現金同等物の期首残高 5,559,215

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,438,157



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い

四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　当社グループは、前連結会計年度において1,787,284千円の営業損失、1,905,182千円の経常損失、2,502,379千

円の当期純損失及び3,753,766千円のマイナスの営業キャッシュ・フローを計上しました。また、当第２四半期連

結累計期間においても762,315千円の営業損失、805,091千円の経常損失、1,379,461千円の四半期純損失を計上し

ており、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しています。

　当社グループは、こうした経営成績と財務基盤の毀損を踏まえて、以下のような施策からなる当年度からの３ヶ

年中期経営計画を策定・発表いたしました。爾後、安定的黒字経営基盤の早期形成と財務基盤の早期回復を目指し

て活動を継続してまいりましたが、結果、当第２四半期連結累計期間における営業キャッシュ・フローは、236,535

千円のプラスに転じております。なお、財務制限条項に抵触していたシンジケートローンについては平成20年６月

末に一括返済しております。その意味では、継続企業の前提に関する重要な疑義の解決に向けて前進をしまし

た。

　さらには、

　１．各種リストラの断行による大幅なコスト削減の実現

　２．経営の刷新とガバナンスの強化

　３．資本増強（平成20年６月に第三者割当により20億円を増資）を含む資本・業務提携の具現化

　と、上記の計画を実行していくことにより、継続企業の前提に関する重要な疑義の完全解消に向け邁進してお

　ります。

　四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸

表には反映しておりません。　

－ 1 －



（５）セグメント情報

a．事業の種類別セグメント情報

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９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  
20,931,967 1,308,344 1,019,004 23,259,316 －　 23,259,316

(2)セグメント間の

　 内部売上高又は

　 振替高　 

1,150 200 19,277 20,627 （20,627） －

 　　　計　 20,933,117 1,308,544 1,038,282 23,279,944 （20,627） 23,259,316

営業利益又は営業損

失(△)
195,570 △133,678 51,870 113,761 （556,686） △442,924

 

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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  
45,079,839 2,511,231 1,923,260 49,514,331 －　 49,514,331

(2)セグメント間の

　 内部売上高又は

　 振替高　 

1,971 220 40,738 42,930 （42,930） －

 　　　計　 45,081,810 2,511,452 1,963,998 49,557,262 （42,930） 49,514,331

営業利益又は営業損

失(△)
373,576 △173,002 101,471 302,045 （1,064,360） △762,315

b．所在地別セグメント情報

当第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結累計期間において、本邦の売上高の金額は、いずれも全セグメ

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。

 

c．海外売上高

当第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結累計期間において、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。

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

  当社は、平成20年６月13日付で、凸版印刷株式会社、株式会社経営共創基盤及びほか３者より第三者割当増資

の払込みを受けました。この結果、第１四半期連結会計期間において資本金が1,000,027千円、資本準備金が

1,000,027千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が4,475,385千円、資本剰余金が2,933,852千

円となっております。 

 

－ 2 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）中間連結損益計算書

科目

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 53,143,777

Ⅱ　売上原価 47,830,959

売上総利益 5,312,817

返品調整引当金戻入額 162,000

返品調整引当金繰入額 195,000

差引売上総利益 5,279,817

Ⅲ　販売費及び一般管理費 5,766,072

営業損失(△) △486,254

Ⅳ　営業外収益 28,593

Ⅴ　営業外費用 146,045

経常損失(△) △603,706

Ⅵ　特別利益 27,000

Ⅶ　特別損失 46,150

税金等調整前中間純損失(△) △622,857

法人税、住民税及び事業税 11,089

法人税等調整額 10

少数株主損失（△） △101,696

中間純損失(△) △532,260

－ 1 －



（２）（要約）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

    税金等調整前中間純損失(△) △622,857

    減価償却費 282,825

    のれん償却額 71,010

    退職給付引当金の減少額 △732

    貸倒引当金の増減額(△：減少) △16,520

    返品調整引当金の増減額（△：減少） 33,000

    受取利息及び受取配当金 △14,733

    支払利息 33,757

    投資有価証券評価損 45,974

    固定資産除却損 175

    持分法による投資損益（△：益） 109,918

    売上債権の増減額（△：増加） 2,008,488

    たな卸資産の増減額（△：増加） 29,771

    仕入債務の増減額（△：減少） △1,386,802

    未払金の増減額（△：減少） △37,074

    その他 216,848

    小計 753,050

    利息及び配当金の受取額 15,469

    利息の支払額 △36,435

    法人税等の支払額 △13,334

    法人税等の還付額 17,868

    営業活動によるキャッシュ・フロー 736,619

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

    有形固定資産の取得による支出 △1,800

    無形固定資産の取得による支出 △251,811

    関係会社株式取得による支出 △94,000

    その他 △29,437

    投資活動によるキャッシュ・フロー △325,663

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

    短期借入金の増減額（△：減少） △765,900

    長期借入れによる収入 3,100,000

    長期借入金の返済による支出 △195,200

    社債の償還による支出 △1,590,000

    少数株主への配当金の支払額 △250

    財務活動によるキャッシュ・フロー 548,650

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,834

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△：減少） 957,770

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 13,333,275

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 14,291,046

－ 2 －



（３）セグメント情報

a．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９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  
48,641,716 2,987,939 1,514,121 53,143,777 － 53,143,777

(2)セグメント間の

　 内部売上高又は

　 振替高　 

1,174 500 38,751 40,426 (40,426) －

 　　　計　 48,642,890 2,988,439 1,552,873 53,184,203 (40,426) 53,143,777

営業利益又は営業損

失(△)
697,190 △170,871 45,655 571,975 (1,058,229) △486,254

b．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間において、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。

c．海外売上高

　前中間連結会計期間において、海外売上高は、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。

－ 3 －
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