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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 27,041 3.0 △181 ― △179 ― △249 ―

21年3月期第1四半期 26,255 ― △319 ― △347 ― △718 ―

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

22年3月期第1四半期 △22.12 ―

21年3月期第1四半期 △70.63 ―

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

22年3月期第1四半期 22,252 1,554 6.8 134.53
21年3月期 23,571 1,808 7.5 157.15

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  1,516百万円 21年3月期  1,771百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

51,300 3.6 65 ― 50 ― 20 ― 1.77

通期 114,000 13.6 230 ― 200 ― 100 ― 8.87



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） 

(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 

平成21年５月14日に公表いたしました連結業績予想は、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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 22年3月期第1四半期 11,294,113株 21年3月期 11,294,113株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 22,460株 21年3月期 22,445株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 11,271,662株 21年3月期第1四半期 10,167,477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、中期３カ年計画の２年目となります今年度は、前期のリストラ効果の最大限の発現・享受と中

核であるチケット事業の収益創出基盤の磐石化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、全ての事業セグメントにおいて営業黒字化を達成いたしました。また、営業キャッシュ

フローも３億24百万円のプラスを達成しております。

  今後、チケット販売を軸とした様々なエンタテインメント関連サービスの提供を通じ、クロスメディア型流通プラッ

トフォームの礎を構築し、中期３カ年計画通り、通期での黒字化を目指し邁進してまいります。

  チケット事業におきましては、興行主催者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の拡大や、

エンドユーザー向けに各種サービスを展開しておられる企業各社との連携強化により取扱高を拡大いたしました。ま

た、＠ぴあ会員の会員数（平成20年６月末466万人、平成21年３月末580万人、平成21年６月末616万人）も順調に拡大

を続けております。以上の結果、売上高は、254億59百万円(対前年同期比105.4％)となりましたが、相対的に収益率

の低い大型の特殊案件が一時的に立て込んだことに加え、システム関連の減価償却費の増加等もあり、営業利益は、

91百万円(対前年同期比86百万円減)に留まりました。

  出版事業におきましては、発刊をエンタメテインメント関連に集中し、点数・配本数の厳選を行いました。また前

期に、より読者のチケット購買行動を喚起する媒体とすべく、雑誌「ぴあ」を、ぴあの目利きと編集の力を活かした

リコメンド形の“ススめる！ぴあ”として大幅にリニューアルした効果もあり、売上高は、８億43百万円(対前年同期

比70.1％)ながら、営業利益は、61百万円(対前年同期比１億円良化)と、黒字に転換いたしました。

  情報サービス他事業におきましては、前期に実施いたしました不採算事業の撤退等により、売上高は、７億52百万

円(対前年同期比81.2％)となりましたが、営業利益は、95百万円(対前年同期比45百万円良化)となりました。

  全社コーポレートコストは、前期の一連の構造改革に伴う販管費の圧縮により、４億15百万円(対前年同期比72百万

円減)となりました。

  以上の結果、当社グループの第１四半期の業績は、連結売上高270億41百万円(対前年同期比103.0％)と増収となり、

営業損失１億81百万円(対前年同期比１億38百万円良化)、経常損失１億79百万円(対前年同期比１億67百万円良化)、

四半期純損失２億49百万円(対前年同期比４億68百万円良化)と、収益幅についても大幅な改善を達成いたしました。

  なお、当社といたしましては、当連結会計年度は、主力のチケット事業を中核として、事業基盤のさらなる強化と

拡張を図る一年と位置付け、今後も収益力の向上に向けた各種の施策を展開してまいります。

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１四半期連結会計期間末における資産は222億52百万円となり、前連結会計年度末と比較して13億18百万円

減少いたしました。流動資産は162億71百万円(前連結会計年度末11億22百万円減)となりました。変動の主なもの

は、現金及び預金の減少(２億円)、受取手形及び売掛金の減少(７億58百万円)であります。また、固定資産は、

59億81百万円(前連結会計年度末１億95百万円減)となりました。

　負債は206億98百万円となり、前連結会計年度末と比較して10億64百万円減少いたしました。流動負債は188億

84百万円(前連結会計年度末９億２百万円減)となりました。変動の主なものは、買掛金の減少(３億37百万円)、

１年内返済予定長期借入金の減少(72百万円)、返品調整引当金の減少（１億16百万円）であります。固定負債は18億

14百万円(前連結会計年度末１億62百万円減)となりました。変動の主なものは、長期借入金の減少(１億75百万円)で

あります。

  純資産は、15億54百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億54百万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(２億49百万円)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２億円減少し、当第１四半

期会計期間末は56億53百万円となりました。　

　営業活動によるキャッシュ・フローは、３億24百万円の収入となりました。この主要因は、税金等調整前四半期純

損失が２億38百万円、売掛債権の減少が７億58百万円及び仕入債務の減少が３億37百万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、２億70百万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２億38百万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、２億49百万円の支出となりました。この主要因は、長期借入金の返済によ

る支出２億48百万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21年５月14日に公表しました平成22年３月期の第２四半期連結累計期間並びに通期の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１四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）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

　該当事項はありません。

　  （４）継続企業の前提に関する重要事象等

　当社グループは、前々期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

千円の当期純損失を計上しました。また、前期連結会計年度において912,003千円の営業損失、1,047,881千円の

経常損失、1,987,566千円の当期純損失を計上しており、継続企業の前提に関する重要事象等が存在しております。

当第１四半期連結会計期間においても、営業損失１億81百万円(対前年同期比１億38百万円良化)、経常損失１億

79百万円(対前年同期比１億67百万円良化)、四半期純損失２億49百万円(対前年同期比４億68百万円良化)と前期

比大幅な改善が図れているものの、損失を計上しております。

　当社グループは、こうした経営成績を踏まえて、平成20年５月15日に発表いたしました中期３カ年計画に基づ

き、安定的黒字経営基盤・財務基盤の早期形成を目指して活動を継続しております。

　初年度でありました前連結会計年度は、抜本的な構造改革を実施し、計画を大きく上回る業績の改善が図られ

ました。

　二年目となります当連結会計年度は、収益基盤の強化を図る一年と位置付け、以下のような施策を展開してお

り、当第１四半期連結会計期間においてもチケット取扱高の拡大等の効果が図れております。

　　１．興行主催者各社のチケット販売にまつわる業務の受託事業の拡大

　　２．エンドユーザー向けサービス事業者各社との、チケット販売での連携強化

　　３．雑誌「ぴあ」をぴあの目利きと編集の力を活かしたリコメンド形の“ススめる！ぴあ”に刷新したこと

    　　で、より読者の購買行動を喚起する媒体として、効果的なチケット販売の実現を支援

　上記に加えて、各種サービス体系の見直しによる収益のアップや業務プロセスのさらなる効率化の徹底による

経費の削減等も実施することで、当連結会計年度において、営業損益、経常損益、当期損益の最終黒字化を見込

んでおります。

   　＜連結ベース＞　　　　　　　　　　　　     　　　　 　（百万円）

平成20年度

計画

平成21年度

計画

平成22年度

計画

　売上高 102,000 114,000 117,000

　経常利益 △1,350 200 650

　当期純利益 △2,550 100 550

　ＥＢＩＴＤＡ 50 1,600 2,100

　　　　　　　　　　　 　　　　（百万円）

平成20年度

実績

　売上高 100,335

　経常利益 △1,047

　当期純利益 △1,987

　ＥＢＩＴＤＡ 422
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,753,379 5,953,783

受取手形及び売掛金 9,303,440 10,062,351

商品及び製品 72,167 82,242

仕掛品 10,443 605

原材料及び貯蔵品 11,140 12,021

その他 1,138,621 1,305,374

貸倒引当金 △17,257 △21,761

流動資産合計 16,271,935 17,394,618

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 21,286 15,620

工具、器具及び備品（純額） 32,717 31,776

土地 6,240 6,240

その他（純額） 9,193 3,996

有形固定資産合計 69,437 57,634

無形固定資産   

のれん 12,880 15,818

ソフトウエア 4,717,141 4,920,108

ソフトウエア仮勘定 36,860 －

その他 63,293 63,490

無形固定資産合計 4,830,175 4,999,417

投資その他の資産   

投資有価証券 432,356 455,598

その他 1,122,631 1,135,348

貸倒引当金 △473,575 △471,274

投資その他の資産合計 1,081,412 1,119,671

固定資産合計 5,981,025 6,176,724

資産合計 22,252,960 23,571,342



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 16,183,364 16,520,882

1年内返済予定の長期借入金 780,400 852,800

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払金 797,971 844,152

賞与引当金 38,775 71,421

返品調整引当金 197,000 313,000

未払法人税等 15,669 39,163

その他 851,066 1,125,155

流動負債合計 18,884,246 19,786,574

固定負債   

長期借入金 1,367,000 1,542,800

退職給付引当金 47,563 45,365

役員退職慰労引当金 104,586 101,567

その他 295,132 286,563

固定負債合計 1,814,281 1,976,296

負債合計 20,698,528 21,762,871

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,475,385 4,475,385

資本剰余金 2,933,852 2,933,852

利益剰余金 △5,813,941 △5,564,550

自己株式 △61,344 △61,327

株主資本合計 1,533,952 1,783,360

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,897 1,636

為替換算調整勘定 △20,471 △13,677

評価・換算差額等合計 △17,573 △12,040

少数株主持分 38,053 37,151

純資産合計 1,554,431 1,808,471

負債純資産合計 22,252,960 23,571,342



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 26,255,015 27,041,629

売上原価 23,890,289 25,017,338

売上総利益 2,364,725 2,024,290

返品調整引当金戻入額 391,000 313,000

返品調整引当金繰入額 331,000 197,000

差引売上総利益 2,424,725 2,140,290

販売費及び一般管理費 2,744,116 2,321,561

営業損失（△） △319,390 △181,270

営業外収益   

受取利息 1,006 186

受取配当金 1,686 1,570

持分法による投資利益 1,391 13,517

その他 4,909 1,707

営業外収益合計 8,994 16,981

営業外費用   

支払利息 25,365 13,221

株式交付費 9,307 －

その他 2,459 2,124

営業外費用合計 37,132 15,346

経常損失（△） △347,529 △179,634

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 3,000

役員退職慰労引当金戻入額 11,944 －

特別利益合計 11,944 3,000

特別損失   

固定資産除却損 480 392

投資有価証券評価損 77,561 36,588

事務所移転費用 － 15,300

借入金一括返済違約金 2,120 －

役員保険解約違約金 7,680 －

特別退職金 310,573 －

その他 － 9,151

特別損失合計 398,415 61,432

税金等調整前四半期純損失（△） △734,000 △238,066

法人税、住民税及び事業税 9,523 10,259

法人税等調整額 △2,354 162

法人税等合計 7,169 10,422

少数株主利益又は少数株主損失（△） △23,064 901

四半期純損失（△） △718,105 △249,390



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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（△） △734,000 △238,066

減価償却費 289,213 324,989

株式交付費 9,307 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 313,413 13,154

のれん償却額 35,505 2,938

受取利息及び受取配当金 △2,693 △1,756

支払利息 25,365 13,221

投資有価証券評価損 77,561 36,588

事務所移転費用 － 15,300

有形及び無形固定資産除却損 480 392

売上債権の増減額（△は増加） △823,543 758,911

たな卸資産の増減額（△は増加） △86,127 1,118

仕入債務の増減額（△は減少） 3,835,158 △337,517

未払金の増減額（△は減少） △107,883 △85,305

その他 △10,157 △127,979

小計 2,821,599 375,987

利息及び配当金の受取額 3,941 2,550

利息の支払額 △25,032 △13,527

法人税等の支払額 △14,061 △40,161

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,786,447 324,847

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 △1,202 △2,775

無形固定資産の取得による支出 △33,453 △238,121

その他 △11,775 △29,980

投資活動によるキャッシュ・フロー △46,431 △270,876

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） △75,000 －

長期借入金の返済による支出 △900,700 △248,200

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 △16

その他 － △923

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,014,970 △249,140

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,689 △5,235

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,756,675 △200,404

現金及び現金同等物の期首残高 5,559,215 5,853,783

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,315,891 5,653,379



（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

a. 事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20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 24,147,871 1,202,887 904,256 26,255,015 － 26,255,015

(2) セグメント間の内部売上高

    又は振替高
821 20 21,460 22,302 (22,302) －

 　　　計　 24,148,692 1,202,908 925,716 26,277,317 (22,302) 26,255,015

営業利益又は営業損失(△) 178,006 △39,324 49,601 188,283 (507,674) △319,390

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21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 25,459,664 843,434 738,530 27,041,629 － 27,041,629

(2) セグメント間の内部売上高

    又は振替高　 
30 6 13,504 13,541 (13,541) －

 　　　計　 25,459,694 843,441 752,034 27,055,170 (13,541) 27,041,629

営業利益又は営業損失(△) 91,095 61,408 95,530 248,033 (429,304) △181,270

b. 所在地別セグメント情報

　           前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

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。

             当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

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

　　 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

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。

　       　  当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

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

　該当事項はありません。

－ 1 －
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