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1.  21年2月期の業績（平成20年3月1日～平成21年2月28日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収入 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 ％

21年2月期 7,620 9.5 791 24.5 840 20.4 550 30.3
20年2月期 6,960 6.5 635 △24.0 697 △19.8 422 △16.7

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

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年2月期 10,010.66 ― 8.8 5.5 10.4
20年2月期 7,682.21 ― 7.1 4.7 9.1

（参考） 持分法投資損益 21年2月期  ―百万円 20年2月期  ―百万円

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2月期 15,772 6,432 40.8 116,951.00
20年2月期 14,847 6,098 41.1 110,885.71

（参考） 自己資本   21年2月期  6,432百万円 20年2月期  6,098百万円

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

21年2月期 2,178 85 △192 9,546
20年2月期 △120 △1,662 △191 7,475

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
純資産配当

率（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 百万円 ％ ％

20年2月期 ― 2,000.00 ― 2,000.00 4,000.00 220 52.1 3.7
21年2月期 ― 1,500.00 ― 1,500.00 3,000.00 165 30.0 2.6

22年2月期 
（予想）

― 3,000.00 ― 3,000.00 6,000.00 30.9

3.  22年2月期の業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

5,056 27.8 583 5.4 588 1.1 908 138.2 16,248.14

通期 9,523 25.0 860 8.7 870 3.6 1,084 96.9 19,397.21

1



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（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、25ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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2月期 55,000株 20年2月期 55,000株

② 期末自己株式数 21年2月期  ―株 20年2月期  ―株

※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、金融危機を背景に海外経済が減速し、円高による輸出の減少などにより企

業収益の悪化も鮮明になり、雇用不安などによる消費者心理の急激な悪化が個人消費にも影響するなど、景気が

急速に悪化し一段と厳しい状況になってまいりました。 

 

このような状況の中で当社は、リスク管理・コンプライアンス委員会を中心に会社法における内部統制体制整

備を、また内部統制委員会を中心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社内規

程の新設・整備を行うなどさらなる業務の適正を確保するための体制整備強化に努めてまいりました。さらに従

業員一人ひとりが「企業理念」及び「行動指針」に沿って行動するよう基本的な考え方や行動について定めたビ

ジネスアティテュードを作成し、コンプライアンス研修を行うなどコンプライアンス・コードに則った行動の徹

底にも継続的に取組んでまいりました。 

営業面におきましては、会員数拡大施策のひとつとしております広告宣伝費の戦略的支出による優良コンテン

ツの獲得に努め、チケット取扱高の拡大も図ってまいりました。上期にブロードウェイミュージカル等の日本招

聘交渉権や当該日本招聘公演におけるチケット販売権等獲得を目的に、世界最大の米国プロモータLive Nation

社の演劇部門を買収したKey Brand Entertainment, Inc.に株式会社東京放送と共同で出資をし、下期には、日

本における海外有名アーティストの招聘及びその公演の企画・運営で多くの実績を収めている株式会社ライブア

ジアが実施した第三者割当増資による新株の引受により同社の筆頭株主となるなど、海外アーティストを招聘し

た優良公演をより多くのお客様に楽しんでいただける機会の創出を図ってまいります。また、平成21年１月には

新たに全日本空輸株式会社とのチケット販売における業務提携を開始し、ＡＮＡマイレージクラブ会員向けチケ

ット先行販売やチケット情報の提供を行うなど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

んでまいりました。 

 

チケット販売事業におきましては、チケット取扱高が729億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「EXILE SHOWCASE LIVE 2008」や「EXILE LIVE 

TOUR“EXILE PERFECT LIVE 2008”」、サザンオールスターズの「真夏の大感謝祭」30周年記念LIVE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、前事業年度に引続き取扱高を大幅に拡大させることができました。ま

た、スポーツにおいては「2008北京オリンピックバレーボール世界最終予選兼アジア大陸予選大会」の販売の取扱

いなどがあり前事業年度を若干上回る取扱高とし、演劇ではイベントの企画・開催に参画を行っている「BLUE MAN 

GROUP IN TOKYO」や、演劇ユニット「TEAM NACS」のイベント等の販売が好調に推移し取扱高を伸ばすことができ

たことなどによるものです。これらの取扱高の拡大に加え、平成20年１月に行った手数料体系の見直しによる収益

改善の効果もあり、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5,741,458千円（前期比 14.5％

増）となりました。 

 

その他事業におきましては、広告営業収入ではＷｅｂ広告の増加や「ＬＡＷＳＯＮ」各店舗と連携した雑誌以

外の媒体広告拡大に取組むなど前事業年度を上回る実績とすることができました。一方、アーティスト関連グッ

ズ販売ではアーティスト関連ＤＶＤ等の販売が好調に推移しましたものの大型商材の不足などにより前事業年度
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実績を下回る結果となり、その他事業における営業収入につきましては1,878,642千円（前期比 3.5％減）とな

りました。 

 

以上の結果、当事業年度の営業収入は、7,620,101千円（前期比 9.5％増）となりました。経常利益につきま

しては、840,094千円（前期比 20.4％増）となり、当期純利益は550,586千円（前期比 30.3％増）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19年３月１日 

至 平成20年２月29日 

自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日 
増 減 率 

チ ケ ッ ト 販 売 収 入 5,013,930 5,741,458 ＋14.5% 

そ の 他 の 収 入 1,946,108 1,878,642 △3.5% 

合 計 6,960,038 7,620,101 ＋9.5% 

（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、急速に悪化した海外経済に持ち直しの兆しが見えない中、輸出の大幅な減

少などにより悪化した企業収益の早期回復も望めず、緩やかな減少に留まっている個人消費にも雇用・所得環境

の悪化による影響が懸念されるなど、景気底入れが見えない中で厳し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、チケット販売事業のさらなる拡大と、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、「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。 

また、ローソングループ企業である株式会社アイ・コンビニエンスと平成21年３月１日付けで合併し、両社の

経営資源を最大限に活用して新たなコマース事業の早期実現と広告営業事業の強化・拡大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

みや教育制度の充足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9,523百万円、営業利益860百万円、経常利益870 

百万円、当期純利益1,084百万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924,618千円増加し、15,772,259千円となりました。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、1,206,752千円増加し、13,345,555千円となりました。これは主に、現金及び預金が1,371,654千

円増加したことによるものです。 

固定資産は、282,134千円減少し、2,426,703千円となりました。これは主に、前事業年度におけるＷｅｂ・モ

バイル基幹システム更新投資の減価償却により有形固定資産が121,055千円減少したことによるものです。 

負債は591,028千円増加し、9,339,954千円となりました。これは主に、チケット販売等に係る営業未払金が

741,565千円増加したことによるものです。 

純資産は、333,590千円増加し、6,432,304千円となりました。これは主に、利益剰余金が358,086千円増加し

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2,071,518千円増

加し、9,546,793千円となりました。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） 

営業活動の結果得られた資金は2,178,445千円（前事業年度は120,899千円の使用）となりました。これは主

に、税引前当期純利益が830,714千円となり、チケット販売等に係る営業未収入金が減少し営業未払金が増加し

たことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は85,216千円（前事業年度は1,662,582千円の使用）となりました。これは主に、

固定資産の取得による支出があったものの有価証券の減少及び投資有価証券の償還による収入があったことに

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192,144千円（前年同期比 0.1％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18年２月期 平成19年２月期 平成20年２月期 平成21年２月期 

自己資本比率（％） 44.0 40.1 41.1 40.8 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
90.4 53.7 53.0 28.2 

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、上記方針に基づき、１株につき普通配当1,500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円とし、年間配当金を3,000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、ローソングループ企業である株式会社アイ・コンビニエンスとの合併記念配当を

加えて増配することとし、１株につき普通配当4,000円・記念配当2,000円の6,000円（うち中間配当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。 



 
㈱ローソンチケット（2416） 平成21年２月期決算短信（非連結） 

 
 
 

7

２．企業集団の状況 
 

最近の有価証券報告書（平成20年５月21日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状

況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 
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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20年２月29日 

当事業年度 

平成21年２月28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   6,675,437   8,047,091   

 ２ 営業未収入金 ※１  2,902,380   2,496,053   

 ３ 有価証券   2,199,339   2,299,467   

 ４ 商品   15,947   19,511   

 ５ 制作品   7,875   4,083   

 ６ 前払費用   39,954   104,499   

 ７ 繰延税金資産   26,019   79,123   

 ８ 未収入金   142,270   140,658   

 ９ 未収消費税等   73,639   －   

10 その他   56,061   190,846   

   貸倒引当金   △122   △35,778   

   流動資産合計   12,138,802 81.8  13,345,555 84.6 1,206,752 

Ⅱ 固定資産         

 １ 有形固定資産        

  （1）建物  19,304   20,799    

     減価償却累計額  8,432 10,871  17,521 3,278   

  （2）工具器具備品  567,745   465,842    

     減価償却累計額  269,399 298,345  280,959 184,883   

   有形固定資産合計   309,217 2.1  188,161 1.2 △121,055 

 ２ 無形固定資産         

  （1）ソフトウェア   1,428,550   1,412,570   

  （2）ソフトウェア仮勘定   9,051   19,651   

  （3）電話加入権   14,304   14,304   

   無形固定資産合計   1,451,905 9.7  1,446,526 9.2 △5,379 

 ３ 投資その他の資産         

  （1）投資有価証券   300,285   440,239   

  （2）関係会社株式   －   49,981   

  （3）長期前払費用   5,830   4,076   

  （4）繰延税金資産   77,298   109,877   

  （5）差入保証金   83,296   187,841   

  （6）預託金 ※２  481,005   －   

   投資その他の資産合計   947,714 6.4  792,015 5.0 △155,698 

   固定資産合計   2,708,837 18.2  2,426,703 15.4 △282,134 

   資産合計   14,847,640 100.0  15,772,259 100.0 924,618 
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(単位：千円) 

  
前事業年度 

平成20年２月29日 

当事業年度 

平成21年２月28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   6,724,917   7,466,483   

 ２ 未払金   780,075   533,845   

 ３ 未払費用   46,764   78,006   

 ４ 未払法人税等   9,271   270,141   

 ５ 未払消費税等   －   101,788   

 ６ 前受金   9,226   67,971   

 ７ 預り金   1,012,428   613,118   

 ８ 賞与引当金   44,529   59,159   

 ９ 返品調整引当金   74   51   

   流動負債合計   8,627,287 58.1  9,190,565 58.3 563,277 

Ⅱ 固定負債         

 １ 退職給付引当金   69,913   87,127   

 ２ 役員退職慰労引当金   43,700   53,500   

 ３ その他   8,026   8,762   

   固定負債合計   121,639 0.8  149,389 0.9 27,750 

   負債合計   8,748,926 58.9  9,339,954 59.2 591,028 

(純資産の部)         

Ⅰ 株主資本         

１ 資本金   2,892,575 19.5  2,892,575 18.3 － 

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 9.0  1,342,825 8.5 － 

３ 利益剰余金         

  その他利益剰余金         

   繰越利益剰余金  1,863,052   2,221,138    

  利益剰余金合計   1,863,052 12.6  2,221,138 14.1 358,086 

  株主資本合計   6,098,452 41.1  6,456,538 40.9 358,086 

Ⅱ 評価・換算差額等         

その他有価証券評価差額金   261 0.0  △24,233 △0.1 △24,495 

  評価・換算差額等合計   261 0.0  △24,233 △0.1 △24,495 

   純資産合計   6,098,714 41.1  6,432,304 40.8 333,590 

   負債純資産合計   14,847,640 100.0  15,772,259 100.0 924,618 
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（２）損益計算書 

(単位：千円) 

  

前事業年度 

自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日 

当事業年度 

自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28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  6,960,038 100.0  7,620,101 100.0  

Ⅱ 営業原価 ※１  3,587,334 51.5  3,084,387 40.5  

営業総利益   3,372,704 48.5  4,535,713 59.5  

返品調整引当金戻入額   7 0.0  23 0.0  

差引営業総利益   3,372,711 48.5  4,535,736 59.5 1,163,025 

Ⅲ 販売費及び一般管理費         

 １ 広告宣伝費  504,644   685,763    

 ２ 配送費  －   207,159    

 ３ 役員報酬  63,291   69,496    

 ４ 従業員給与手当  712,149   770,860    

 ５ 従業員賞与  47,321   66,681    

 ６ 賞与引当金繰入額  44,529   59,159    

 ７ 退職給付費用  19,363   24,406    

 ８ 役員退職慰労引当金繰入額  15,300   20,500    

 ９ 法定福利・厚生費  118,298   149,957    

 10 通信費  109,301   121,251    

 11 保守料  270,758   294,922    

 12 システム管理費  154,852   150,666    

 13 減価償却費  153,677   511,154    

 14 賃借料  77,017   102,607    

 15 リース料  63,982   －    

 16 その他  382,561 2,737,048 39.3 509,846 3,744,433 49.1 1,007,384 

営業利益   635,662 9.2  791,303 10.4 155,640 

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息  13,270   13,215    

２ 有価証券利息  40,150   26,266    

３ 債務整理益  8,713   6,899    

４ その他  120 62,254 0.9 2,555 48,937 0.6 △13,317 

Ⅴ 営業外費用         

 投資有価証券評価損  － － － 146 146 0.0 146 

経常利益   697,917 10.1  840,094 11.0 142,177 

Ⅵ 特別利益         

 貸倒引当金戻入益  44 44 0.0 － － － △44 

Ⅶ 特別損失         

 固定資産除却損 ※２ 5,592 5,592 0.1 9,380 9,380 0.1 3,787 

税引前当期純利益   692,369 10.0  830,714 10.9 138,344 

法人税、住民税及び事業税  197,000   349,000    

法人税等調整額  72,848 269,848 3.9 △68,872 280,128 3.7 10,280 

当期純利益   422,521 6.1  550,586 7.2 128,064 
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 営業原価明細書 
(単位：千円) 

  

前事業年度 

自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日 

当事業年度 

自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28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   558,283 15.6  470,827 15.2 △87,456 

Ⅱ 制作品制作原価   72,321 2.0  33,155 1.1 △39,165 

Ⅲ 経費         

 １ 支払手数料  1,922,268   1,333,766    

 ２ 出版経費  606,147   687,144    

 ３ その他  428,312 2,956,728 82.4 559,492 2,580,404 83.7 △376,324 

  営業原価   3,587,334 100.0  3,084,387 100.0 △502,946 
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（３）株主資本等変動計算書 

 
前事業年度(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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当事業年度(自 平成20年３月１日 至 平成21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 

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    550,586 550,586 550,586 

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 － － － 358,086 358,086 358,086 

平成21年２月28日残高 2,892,575 1,342,825 1,342,825 2,221,138 2,221,138 6,456,538 

 

 

 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20年２月29日残高 261 261 6,098,714 

事業年度中の変動額    

剰余金の配当   △192,500 

当期純利益   550,586 

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額（純額） 
△24,495 △24,495 △24,495 

事業年度中の変動額合計 △24,495 △24,495 333,590 

平成21年２月28日残高 △24,233 △24,233 6,432,304 
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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19年３月１日 

至 平成20年２月29日 

当事業年度 

自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28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  692,369 830,714  

 減価償却費  153,677 511,154  

 固定資産除却損  5,592 9,380  

 賞与引当金の増加額（△減少額）  △5,509 14,630  

 退職給付引当金の増加額（△減少額）  15,543 17,214  

 役員退職慰労引当金の増加額（△減少額）  △14,700 9,800  

 営業未収入金の減少額（△増加額）  △283,600 406,327  

 未収入金の減少額（△増加額）  33,787 1,611  

 営業未払金の増加額（△減少額）  △796,939 741,565  

 預り金の増加額（△減少額）  758,905 △399,310  

 その他（純額）  △315,470 115,977  

小計  243,655 2,259,064 2,015,408 

 利息及び配当金の受取額  19,485 20,006  

 法人税等の支払額  △384,041 △100,625  

営業活動によるキャッシュ・フロー  △120,899 2,178,445 2,299,345 

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）  121,248 405,999  

 固定資産の取得による支出  △1,287,443 △665,882  

 投資有価証券の償還による収入  － 500,000  

 関係会社株式の取得による支出  － △49,981  

 差入保証金の減少額（△増加額）  △14,003 △104,545  

 長期前払費用の増加額  △1,379 △373  

 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  △1,662,582 85,216 1,747,799 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー     

   配当金の支払額  △191,918 △192,144  

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △191,918 △192,144 △225 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  △1,975,400 2,071,518 4,046,918 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  9,450,675 7,475,275 △1,975,400 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  7,475,275 9,546,793 2,071,518 
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（５）重要な会計方針 

 

項  目 

前事業年度 

自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日 

当事業年度 

自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28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。 

関連会社株式 

   移動平均法による原価法 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

      同左 

 

 

 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

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。 

（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。 

(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。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (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 
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項  目 

前事業年度 

自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日 

当事業年度 

自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日 

 (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 

 

 

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）表示方法の変更 

前事業年度 

自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日 

当事業年度 

自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日 

                          （損益計算書） 

前事業年度まで販売費及び一般管理費の「その他」に含めて

表示しておりました「配送費」は、販売費及び一般管理費の総

額の100分の５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「配送費」は85,048千円であります。 

また、前事業年度まで区分掲記しておりました販売費及び一
般管理費の「リース料」は、金額的重要性が乏しいため、販売

費及び一般管理費の「その他」に含めて表示しております。 

なお、当事業年度の「リース料」は1,491千円であります。 

 

（７）注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 

平成20年２月29日 

当事業年度 

平成21年２月28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     1,297,953千円 

※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     976,154千円 

※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。 

                          

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 

自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日 

当事業年度 

自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28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         1,110,676千円 

営業原価         1,801,482千円 

                          

※２ 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 1,283千円 

工具器具備品 333千円 

合計 5,592千円 
 

※２ 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 7,413千円 

ソフトウェア 1,966千円 

合計 9,380千円 
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（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 

 

 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 

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 

 

当事業年度（自 平成20年３月１日 至 平成21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20年５月20日 

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

平成20年10月14日 

取締役会 
普通株式 82,500 1,500 平成20年８月31日 平成20年11月14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21年５月20日 

定時株主総会 
普通株式 82,500 利益剰余金 1,500 平成21年２月28日 平成21年５月21日 
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 

自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日 

当事業年度 

自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28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 6,675,437千円 

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 

  
 

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 8,047,091千円 

有価証券勘定 2,299,467千円 

償還期間が取得日から

３ケ月を超える債券等 
△799,766千円 

現金及び現金同等物 9,546,793千円 

  
 

 

（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。 

 

（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20年２月29日 

当事業年度 

平成21年２月28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 499,865 499,897 31 999,665 999,731 65 

 ②社債 300,000 300,108 108 300,000 300,021 21 

 ③その他 400,000 400,400 400 － － － 

(3)その他 － － － － － － 

小計 1,199,865 1,200,405 539 1,299,665 1,299,752 86 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 
      

(1)株式 241 177 △63 94 94 － 

(2)債券       

 ①国債・地方債等 299,958 299,940 △18 999,807 999,715 △91 

 ②社債 500,000 499,985 △15 － － － 

 ③その他 499,118 499,116 △2 － － － 

(3)その他 － － － － － － 

小計 1,299,317 1,299,218 △99 999,902 999,810 △91 

合計 2,499,183 2,499,624 440 2,299,568 2,299,562 △5 
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２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当事業年度(平成21年２月28日) 

 貸借対照表計上額（千円） 

(1)関連会社株式 

(2)その他有価証券 
非上場株式 

49,981 

 
440,145 

 

３．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 499,985 300,108 － － 

 ③その他 899,516 － － － 

(2)その他 － － － － 

合計 2,199,339 300,108 － － 

 

当事業年度(平成21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 1,999,446 － － － 

 ②社債 300,021 － － － 

 ③その他 － － － － 

(2)その他 － － － － 

合計 2,299,467 － － － 

 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度(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。 

 

当事業年度(自 平成20年３月１日 至 平成21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。 
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（退職給付関係） 

前事業年度 

自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日 

当事業年度 

自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28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 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。 

２ 退職給付債務に関する事項 

(1) 退職給付債務 87,127千円

(2) 退職給付引当金 87,127千円

(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 19,363千円

(2) 退職給付費用合計 19,363千円
 

３ 退職給付費用に関する事項 

(1) 勤務費用 24,406千円

(2) 退職給付費用合計 24,406千円
 

 

（税効果会計関係） 

前事業年度 

平成20年２月29日 

当事業年度 

平成21年２月28日 

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
 

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 

   退職給付引当金 36,039千円

   未払事業税 25,930千円

   賞与引当金 24,077千円

   減価償却費 17,027千円

   その他有価証券評価差額金 16,632千円

   電話加入権 13,397千円

   その他 55,896千円

   繰延税金資産合計 189,000千円

 

 

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 40.7％

  （調整） 

   交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3％

   情報基盤強化税制税額控除 △8.2％

   住民税均等割額 1.0％

   その他 △0.1％

  税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.7％
 

 

(持分法損益等) 

前事業年度(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。 

 

当事業年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28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。 
 

当事業年度(自 平成20年３月１日 至 平成21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 

922,028 

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 

販売手数料 
支払 

1,210,738 
営業 
未払金 

21,711 

(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。 
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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) 

販売手数料 
収入 

61,547 
営業 
未払金 
(注)２ 

40,180 

広告営業 
収入 

3,528 
営業 
未収入金 

30 

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 

9,000 － － 

(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 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。 

 

当事業年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日) 

該当事項はありません。 

 

(企業結合等) 

前事業年度(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。 

 

当事業年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28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19年３月１日 

至 平成20年２月29日 

当事業年度 

自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日 

１株当たり純資産額 110,885円71銭 116,951円00銭 

１株当たり当期純利益 7,682円21銭 10,010円66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19年３月１日 

至 平成20年２月29日 

当事業年度 

自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日 

損益計算書上の当期純利益 (千円) 422,521 550,586 

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) 422,521 550,586 

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。 

 

当事業年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

当社と株式会社アイ・コンビニエンスは平成21年１月20日締結した合併契約に基づき平成21年３月１日をもっ

て合併いたしました。 

１．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む

取引の概要 

（1）結合当事企業の名称及びその事業の内容 

 名称 事業の内容 

合併会社 株式会社ローソンチケット チケット販売業 

被合併会社 株式会社アイ・コンビニエンス 情報サービス業 

（2）企業結合の法的形式 

当社を存続会社とする吸収合併方式 

（3）結合後企業の名称 

株式会社ローソンチケット 

（4）企業結合日 

平成21年３月１日 

（5）合併相手会社の概要（平成21年２月28日現在） 

資 本 金 (千円) 2,000,000 

純 資 産 (千円) 66,702 

総 資 産 (千円) 231,727 

（6）取引の目的を含む取引の概要 

株式会社アイ・コンビニエンスは、当社と同じくローソングループの企業であり、当社のチケットビジネ

スを通じて得られる顧客接点と、ＥＣ事業のノウハウや仕組みを持つ株式会社アイ・コンビニエンスの両社

の経営資源を最大限に活用して、更なる成長戦略を推進するものであり、当社にとって経営効率化と競争力

の強化を図るとともに、企業価値の向上に寄与するものと捉え合併いたしました。 
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① 合併比率 

会社名 
株式会社ローソンチケット 

（合併会社） 

株式会社アイ・コンビニエンス 

（被合併会社） 

合併比率 １ 0.0223 

② 株式の割当て比率 

株式会社アイ・コンビニエンスの普通株式１株に対し、当社普通株式の0.0223株を割当てます。 

③ 合併により発行する新株式等 

普通株式  892株 

 

２．実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 最終改正平成19年11月15日 企業会計基準適用指針第10

号）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。 
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５．その他 
 

（１）役員の異動（平成21年５月20日付予定） 

① 代表者及び代表取締役の異動 

・新任代表取締役候補 

 代表取締役社長        日 比 靖 浩（現 マーケティング本部長） 

 代表取締役専務 営業本部長  山 岡 武 史（現 専務取締役 営業本部長） 

・退任予定代表取締役 

 野林 定行（現 代表取締役社長） 

 

② その他の役員の異動 

・新任取締役候補 

常務取締役    常 川 昌 靖（現 新規事業本部長） 

・新任監査役候補 

常勤監査役    田 窪 宏 生（現 株式会社ローソン 監査役オフィス 部長） 

監 査 役    鈴 木 茂 雄（現 株式会社ローソン 経営戦略ステーションディレクター補佐） 

（注） 新任監査役候補の田窪宏生、鈴木茂雄は、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。 

・退任予定監査役 

三好 洽治（現 常勤監査役） 

田野 義幸（現 監査役） 

 

なお、役員の異動につきましては、平成21年３月30日開催の取締役会において決議され、同日付で「代表者及

び代表取締役ならびに役員の異動に関するお知らせ」で公表しております。 

 




