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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 51,023 3.0 △219 ― △224 ― △306 ―

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

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2四半期 △27.24 ―

21年3月期第2四半期 △128.65 ―

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2四半期 18,175 1,495 8.0 129.23
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2四半期  1,456百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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 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2四半期 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2四半期 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2四半期 11,271,658株 21年3月期第2四半期 10,722,589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を中核であるチケット事業の収益創出基盤の磐石化を

目指す一年と位置付けております。また、前期から取り組んでまいりました各種のリストラによる経費削減の効果を、

可能な限り早期かつ最大限に発揮すべく、経営努力を重ねてまいりました。

  この結果、前年同期と比較いたしますと、収益ともに大幅に改善して推移しております。しかしながら、当社グルー

プの第２四半期連結累計期間の業績は、コスト削減策等の成果発現のずれ込みもあり黒字化にはいたりませんでした。

ただし、第１・第２四半期とも全ての事業セグメントにおいて営業黒字化を達成しており、さまざまな新しい取り組み

も収益に貢献し始めていることから通期業績に関しては当初見通し通りの最終黒字化を見込んでおります。

　チケット事業におきましては、販売チャネルの構造改革等の効果発現時期が想定よりもずれ込んだことやサッカーく

じ（toto）の不振等により減益に至るも、事業拡大に向けた新たな施策により売上を拡大いたしました。また、＠ぴあ

会員の会員数も順調に拡大を続けております。以上の結果、売上高は、475億99百万円(対前年同期比105.6％)と増収と

なり、営業利益は、2億97百万円(対前年同期比75百万円減)に留まりましたが、第２四半期連結会計期間でみると、前年

を上回る営業利益を達成しております。

　出版事業におきましては、活字離れ・企業広告出稿の手控え等の影響は継続しており、業界自体の低迷傾向は変わら

ず、発刊点数や配本数を絞り込みました。また、イベント連動型の企画の成功など、新しい収益モデルの貢献もあり、

売上高は、19億７百万円(対前年同期比76.0％)ながら、営業利益は、64百万円(対前年同期比２億37百万円良化)と黒字

基盤を確立しております。

　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構造改革による不採算事業の撤退等により、売上規模

は縮小いたしましたが、一方、事業基盤拡大に向けた布石等の効果もあり、収益創出力は向上しており、売上高は、15

億44百万円(対前年同期比78.6％)となりましたが、営業利益は、２億16百万円(対前年同期比１億14百万円良化)となり

ました。

　全社コーポレートコストは、各種販管費の圧縮により、７億70百万円(対前年同期比２億50百万円減)となりました。

　以上の結果、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510億23百万円(対前年同期比103.0％)と増収

となり、営業損失２億19百万円(対前年同期比５億42百万円良化)、経常損失２億24百万円(対前年同期比５億81百万円良

化)、四半期純損失３億６百万円(対前年同期比10億72百万円良化)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、今後も継続して、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構築を推進することに加え、早期の収益基盤の磐石化に向けさまざまな施策を展開するこ

とにより、通期での黒字化を目指し邁進してまいります。

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２四半期連結会計期間末における資産は181億75百万円となり、前連結会計年度末と比較して53億96百万円

減少いたしました。流動資産は122億92百万円(前連結会計年度末51億１百万円減)となりました。変動の主なもの

は、現金及び預金の減少(20億56百万円)、受取手形及び売掛金の減少(24億91百万円)であります。また、固定資産は、

58億82百万円(前連結会計年度末２億94百万円減)となりました。

　負債は166億79百万円となり、前連結会計年度末と比較して50億83百万円減少いたしました。流動負債は150億23百万

円(前連結会計年度末47億63百万円減)となりました。変動の主なものは、買掛金の減少(37億75百万円)、未払金の減少

（２億36百万円）、１年内返済予定長期借入金の減少(１億27百万円)であります。固定負債は16億56百万円(前連結会計

年度末３億19百万円減)となりました。変動の主なものは、長期借入金の減少(３億28百万円)であります。

  純資産は、14億95百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億12百万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(３億６百万円)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19億56百万円減少し、当第２

四半期会計期間末は38億97百万円となりました。　

　営業活動によるキャッシュ・フローは、10億41百万円の支出となりました。この主要因は、税金等調整前四半期純損

失が２億81百万円、売掛債権の減少が24億91百万円及び仕入債務の減少が37億75百万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、４億29百万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３億89百万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、４億78百万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４億56百万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22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月14日に発表いたしました通期の業績予想の数値から変更は

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）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２四半期連

結累計期間においても、営業損失２億19百万円(対前年同期比５億42百万円良化)、経常損失２億24百万円(対前年同期比

５億81百万円良化)、四半期純損失３億６百万円(対前年同期比10億72百万円良化)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。また、営業キャッシュフローにつきましても主に買掛債務の減少により、10億41百万円の

マイナス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２四半期連結累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。

  営業キャッシュフローのマイナスにおきましては、一時的な回転差の悪化が要因であり、今後は良化が期待できること

に加え、収益基盤の磐石化に向けた様々な施策も検討中であることから、プラスに転じる見込であります。

   　＜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２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,897,026 5,953,783

受取手形及び売掛金 7,570,365 10,062,351

商品及び製品 68,066 82,242

仕掛品 3,695 605

原材料及び貯蔵品 10,327 12,021

その他 757,516 1,305,374

貸倒引当金 △14,203 △21,761

流動資産合計 12,292,793 17,394,618

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 20,612 15,620

工具、器具及び備品（純額） 32,123 31,776

土地 6,240 6,240

その他（純額） 8,059 3,996

有形固定資産合計 67,034 57,634

無形固定資産   

のれん 9,941 15,818

ソフトウエア 4,496,512 4,920,108

ソフトウエア仮勘定 61,400 －

その他 63,097 63,490

無形固定資産合計 4,630,951 4,999,417

投資その他の資産   

投資有価証券 410,324 455,598

その他 1,249,693 1,135,348

貸倒引当金 △475,518 △471,274

投資その他の資産合計 1,184,498 1,119,671

固定資産合計 5,882,485 6,176,724

資産合計 18,175,278 23,571,342



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 12,745,724 16,520,882

1年内返済予定の長期借入金 725,200 852,800

1年内償還予定の社債 － 20,000

未払金 607,547 844,152

賞与引当金 77,397 71,421

返品調整引当金 203,000 313,000

未払法人税等 36,185 39,163

その他 628,146 1,125,155

流動負債合計 15,023,202 19,786,574

固定負債   

長期借入金 1,214,000 1,542,800

退職給付引当金 49,848 45,365

役員退職慰労引当金 100,530 101,567

その他 291,993 286,563

固定負債合計 1,656,372 1,976,296

負債合計 16,679,575 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 △5,871,546 △5,564,550

自己株式 △61,344 △61,327

株主資本合計 1,476,347 1,783,360

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,356 1,636

為替換算調整勘定 △24,054 △13,677

評価・換算差額等合計 △19,698 △12,040

少数株主持分 39,054 37,151

純資産合計 1,495,703 1,808,471

負債純資産合計 18,175,278 23,571,342



（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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 49,514,331 51,023,900

売上原価 44,927,647 46,801,270

売上総利益 4,586,684 4,222,630

返品調整引当金戻入額 391,000 313,000

返品調整引当金繰入額 277,000 203,000

差引売上総利益 4,700,684 4,332,630

販売費及び一般管理費 5,462,999 4,551,983

営業損失（△） △762,315 △219,352

営業外収益   

受取利息 4,297 694

受取配当金 3,040 2,280

持分法による投資利益 2,062 19,929

その他 7,330 6,141

営業外収益合計 16,731 29,046

営業外費用   

支払利息 45,406 25,694

株式交付費 9,307 －

その他 4,793 8,038

営業外費用合計 59,506 33,733

経常損失（△） △805,091 △224,039

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 932 532

投資有価証券評価損 83,829 35,763

事務所移転費用 － 15,300

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 －

その他 － 9,151

特別損失合計 591,931 60,748

税金等調整前四半期純損失（△） △1,385,078 △281,787

法人税、住民税及び事業税 15,291 23,801

法人税等調整額 △1,419 △495

法人税等合計 13,871 23,306

少数株主利益又は少数株主損失（△） △19,488 1,902

四半期純損失（△） △1,379,461 △306,995



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 23,259,316 23,982,271

売上原価 21,037,357 21,783,931

売上総利益 2,221,958 2,198,340

返品調整引当金繰入差額 △54,000 6,000

差引売上総利益 2,275,958 2,192,340

販売費及び一般管理費 2,718,883 2,234,478

営業損失（△） △442,924 △42,138

営業外収益   

受取利息 3,291 508

受取配当金 1,354 710

役員退職慰労引当金戻入額 － 4,055

払戻金収入 － 4,298

持分法による投資利益 671 6,412

その他 2,420 960

営業外収益合計 7,737 16,945

営業外費用   

支払利息 20,040 12,472

支払手数料 － 5,000

その他 2,334 913

営業外費用合計 22,374 18,386

経常損失（△） △457,561 △43,579

特別損失   

固定資産除却損 452 140

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 193,515 140

税金等調整前四半期純損失（△） △651,077 △43,720

法人税、住民税及び事業税 5,767 13,541

法人税等調整額 934 △658

法人税等合計 6,702 12,883

少数株主利益 3,575 1,000

四半期純損失（△） △661,355 △57,605



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 △281,787

減価償却費 580,054 655,122

株式交付費 9,307 －

のれん償却額 71,010 5,876

退職給付引当金の増減額（△は減少） 339,563 25,968

受取利息及び受取配当金 △7,338 △2,974

支払利息 45,406 25,694

投資有価証券評価損 83,829 35,763

事務所移転費用 － 15,300

有形及び無形固定資産除却損 932 532

売上債権の増減額（△は増加） 107,241 2,491,986

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,720 12,780

仕入債務の増減額（△は減少） 201,593 △3,775,157

未払金の増減額（△は減少） △109,224 △278,925

その他 354,464 90,499

小計 294,483 △979,320

利息及び配当金の受取額 8,586 3,717

利息の支払額 △45,072 △25,797

法人税等の支払額 △21,462 △40,423

営業活動によるキャッシュ・フロー 236,535 △1,041,824

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △1,305 △7,559

無形固定資産の取得による支出 △48,377 △389,943

投資有価証券の売却による収入 － 30,000

長期前払費用の取得による支出 － △145,000

その他 39,140 △17,133

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,542 △429,636

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 △456,400

社債の償還による支出 － △20,000

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 － △1,790

財務活動によるキャッシュ・フロー 651,770 △478,206

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,179 △7,089

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 878,942 △1,956,756

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 6,438,157 3,897,026



（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

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21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 47,599,211 1,907,462 1,517,227 51,023,900 － 51,023,900

(2) セグメント間の内部売上高

    又は振替高　 
60 6 27,028 27,094 (27,094) －

 　　　計　 47,599,271 1,907,469 1,544,255 51,050,995 (27,094) 51,023,900

営業利益又は営業損失(△) 297,639 64,505 216,223 578,367 (797,720) △219,352

b. 所在地別セグメント情報

　           前第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）

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２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年９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）

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２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年９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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