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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 72,625 △1.2 △577 ― △611 ― △744 ―

21年3月期第3四半期 73,467 ― △926 ― △1,039 ― △1,996 ―

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3四半期 △65.21 ―

21年3月期第3四半期 △183.04 ―

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3四半期 19,003 3,996 20.8 281.23
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3四半期  3,957百万円 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  有  
 

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 93,000 △7.9 △650 ― △700 ― △850 ― △70.43



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日に公表しました通期連結業績予想を修正しております。本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表
日において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因によって異なる可能性があります。 

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3四半期 14,092,913株 21年3月期 11,294,113株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 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3四半期 11,436,597株 21年3月期第3四半期 10,906,281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、経営努力を重ねてまいりました。前期から取り組んでまいりましたリストラ・コスト削

減策に加え、今期追加的に各種の事業効率化策を実施いたしました。

  これにより、当社事業を概括致しますと、出版事業及び情報サービス他事業におきましては営業利益の改善を達成

いたしておりますが、チケット事業におきましては、費用縮減努力を続けてまいりましたものの、第３四半期に入っ

てからの市場全体の伸び悩みと競争激化の影響を大きく受けざるをえなくなりました。因みにこの間堅調な成長基調

にあったライブエンタテインメント業界についてみると、景気低迷による消費の冷え込みが、一部開催興行の手控え

や、高額商品の売れ行き鈍化による販売単価下落等の形で現れ始める中で、過度な受注競争も顕著となってきており

ます。

  個別事業として、チケット事業におきましては、第２四半期までは堅調に推移しておりましたが、第３四半期の落

ち込みにより、売上高は676億３百万円(対前年同期比101.2％)、営業利益は２億円(対前年同期比３億46百万円減)と

なりました。

  出版事業におきましては、引き続き広告出稿の手控え等、業界自体がダウントレンドにある中で、編集・製作コス

トの削減に加え、自社得意分野への注力により発刊点数や配本数を絞り込み、収益性の改善を図っております。これ

により、イベント連動型MOOK本のヒット等も産み出しております。その結果、売上高は28億75百万円(対前年同期比

76.2％)ながら、営業利益は87百万円(対前年同期比２億16百万円良化)となりました。

  情報サービス他事業におきましては、不採算事業からの撤退等の影響により売上規模は縮小しましたが、ライブエ

ンタテインメント領域周辺へのリソース集中により、収益創出力は向上し、売上高は21億86百万円(対前年同期比

74.1％)、営業利益は２億85百万円(対前年同期比１億25百万円良化)となりました。

  また、全社コーポレートコストは、昨年度来から取組んできました構造改革の成果発現による各種費用の削減によ

り、11億９百万円(対前年同期比３億30百万円減)となりました。

  以上の結果、当社グループの第３四半期連結累計期間の業績は、連結売上高726億25百万円(対前年同期比98.9％)と

減収となりましたが、営業損失５億77百万円(対前年同期比３億49百万円良化)、経常損失６億11百万円(対前年同期比

４億27百万円良化)、四半期純損失は、前期は構造改革に伴う特別損失を計上していた影響もあり、７億44百万円(対

前年同期比12億52百万円良化)と改善いたしました。

  当社グループは、昨年１２月にセブン＆アイグループとの資本・業務提携契約を締結いたしました。今後セブン＆

アイグループとの協働テーマであるチケットサービスの拡充や関連商品・サービスの企画開発を推進していくことで、

着実に業績改善に向けて経営努力を重ねてまいります。

 

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３四半期連結会計期間末における資産は190億３百万円となり、前連結会計年度末と比較して45億68百万円

減少いたしました。流動資産は134億21百万円(前連結会計年度末39億72百万円減)となりました。変動の主なもの

は、現金及び預金の減少(15億43百万円)、受取手形及び売掛金の減少(19億51百万円)であります。また、固定資産は、

55億81百万円(前連結会計年度末５億95百万円減)となりました。

　負債は150億６百万円となり、前連結会計年度末と比較して67億56百万円減少いたしました。流動負債は134億89百

万円(前連結会計年度末62億96百万円減)となりました。変動の主なものは、買掛金の減少(54億28百万円)、１年内返

済予定長期借入金の減少(１億72百万円)、未払金の減少（93百万円）であります。固定負債は15億17百万円(前連結会

計年度末４億59百万円減)となりました。変動の主なものは、長期借入金の減少(４億81百万円)であります。

  純資産は、39億96百万円となり、前連結会計年度末と比較して21億87百万円増加いたしました。これは、第三者割

当増資による資本金及び資本剰余金の増加（計29億27百万円）、利益剰余金の減少(７億44百万円)によるものであり

ます。

　（２）キャッシュ・フローの概況

　当第３四半期連結会計期間末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14億43百万円減少し、当

第３四半期連結会計期間末は44億10百万円となりました。　

　営業活動によるキャッシュ・フローは、31億28百万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７億15百万円、減価償却費が９億90百万円、売上債権の減少が19億51百万円及び仕入債務の減少が54億28百万

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、５億52百万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

よる支出５億12百万円によるものであります。　　
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　財務活動によるキャッシュ・フローは、22億37百万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

29億14百万円、長期借入金の返済による支出６億54百万円によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年５月14日に公表いたしました連結業績予想を修正してお

ります。詳しくは本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご欄下さい。

 

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３四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

　当社には、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在

しておりますが、これは、当第３四半期連結累計期間において、営業損失５億77百万円、経常損失６億11百万円、

四半期純損失７億44百万円と、依然、損失を計上しており、営業キャッシュフローにつきましても主に仕入債務

の減少により、31億28百万円のマイナスを計上しているためであります。

  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、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更なる効率化の徹底による経費の削減等を実施してまいりました。しかしなが

ら、当第３四半期連結会計期間において、個人消費の冷え込みの顕在化に伴い、高額チケットの売上鈍化による

販売単価の落ち込み、一部興行における興行規模の縮小、過度な受注競争により、業績改善のペースが緩みつつ

あります。

  そのような中、当社グループは、昨年１２月にセブン＆アイグループとの資本・業務提携契約を締結し、一時

期悪化しておりました財政状態の改善を図ると共に、協働テーマでありますチケットサービスの拡大や関連商品・

サービスの企画開発を推進してまいります。加えて、更なるサービスレベルの向上や業務効率化を実施すること

で業績改善を図り、その結果営業キャッシュフローの改善も図れると見込んでおります。
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 4,410,057 5,953,783

受取手形及び売掛金 8,110,942 10,062,351

商品及び製品 90,674 82,242

仕掛品 12,410 605

原材料及び貯蔵品 9,775 12,021

その他 803,026 1,305,374

貸倒引当金 △15,222 △21,761

流動資産合計 13,421,664 17,394,618

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 19,937 15,620

工具、器具及び備品（純額） 31,679 31,776

土地 6,240 6,240

その他（純額） 7,557 3,996

有形固定資産合計 65,414 57,634

無形固定資産   

のれん 7,003 15,818

ソフトウエア 4,231,556 4,920,108

ソフトウエア仮勘定 70,217 －

その他 62,900 63,490

無形固定資産合計 4,371,677 4,999,417

投資その他の資産   

投資有価証券 375,902 455,598

その他 1,263,184 1,135,348

貸倒引当金 △494,543 △471,274

投資その他の資産合計 1,144,542 1,119,671

固定資産合計 5,581,634 6,176,724

資産合計 19,003,299 23,571,342



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 11,092,575 16,520,882

1年内返済予定の長期借入金 680,000 852,800

1年内償還予定の社債 － 20,000

未払金 750,949 844,152

賞与引当金 38,790 71,421

返品調整引当金 219,000 313,000

未払法人税等 22,321 39,163

その他 686,093 1,125,155

流動負債合計 13,489,731 19,786,574

固定負債   

長期借入金 1,061,000 1,542,800

退職給付引当金 52,161 45,365

役員退職慰労引当金 100,530 101,567

その他 303,425 286,563

固定負債合計 1,517,117 1,976,296

負債合計 15,006,849 21,762,871

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,939,158 4,475,385

資本剰余金 4,397,624 2,933,852

利益剰余金 △6,308,856 △5,564,550

自己株式 △61,344 △61,327

株主資本合計 3,966,581 1,783,360

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,088 1,636

為替換算調整勘定 △12,596 △13,677

評価・換算差額等合計 △9,508 △12,040

少数株主持分 39,377 37,151

純資産合計 3,996,450 1,808,471

負債純資産合計 19,003,299 23,571,342



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 73,467,988 72,625,478

売上原価 66,734,128 66,658,219

売上総利益 6,733,860 5,967,259

返品調整引当金戻入額 359,000 313,000

返品調整引当金繰入額 164,000 219,000

差引売上総利益 6,928,860 6,061,259

販売費及び一般管理費 7,855,721 6,638,530

営業損失（△） △926,861 △577,271

営業外収益   

受取利息 5,294 768

受取配当金 3,040 2,280

持分法による投資利益 － 23,194

その他 8,214 6,851

営業外収益合計 16,550 33,095

営業外費用   

支払利息 63,067 36,933

株式交付費 9,307 12,881

持分法による投資損失 48,878 －

その他 7,552 17,179

営業外費用合計 128,804 66,994

経常損失（△） △1,039,116 △611,170

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 －

過年度分古紙売却代精算額 10,350 －

特別利益合計 22,294 3,000

特別損失   

減損損失 9,485 －

固定資産除却損 1,730 532

投資有価証券評価損 146,101 82,810

事務所移転費用 － 15,300

貸倒引当金繰入額 315,020 －

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 358,158 －

事業撤退損 113,260 －

その他 － 9,151

特別損失合計 967,412 107,795

税金等調整前四半期純損失（△） △1,984,234 △715,965

法人税、住民税及び事業税 18,911 25,675

法人税等調整額 1,795 440

法人税等合計 20,707 26,115

少数株主利益又は少数株主損失（△） △8,624 2,225

四半期純損失（△） △1,996,316 △744,306



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△） △1,984,234 △715,965

減価償却費 871,601 990,537

株式交付費 9,307 12,881

のれん償却額 106,515 8,815

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,978 38,774

受取利息及び受取配当金 △8,335 △3,049

支払利息 63,067 36,933

投資有価証券評価損益（△は益） 146,101 82,810

事務所移転費用 － 15,300

有形及び無形固定資産除却損 1,730 532

売上債権の増減額（△は増加） 246,238 1,951,409

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,667 △17,990

仕入債務の増減額（△は減少） 808,994 △5,428,306

未払金の増減額（△は減少） 39,715 △101,562

その他 346,258 94,221

小計 648,272 △3,034,658

利息及び配当金の受取額 9,583 3,637

利息の支払額 △61,928 △36,881

特別退職金の支払額 △349,047 －

法人税等の支払額 △38,080 △60,878

営業活動によるキャッシュ・フロー 208,799 △3,128,781

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 △61,957 △512,215

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 34,704 △17,379

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,557 △552,153

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） △222,217 －

長期借入金の返済による支出 △1,467,100 △654,600

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 2,914,663

自己株式の取得による支出 △76 △16

その他 － △2,599

財務活動によるキャッシュ・フロー 301,353 2,237,447

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,007 △238

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 487,601 △1,443,726

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 6,046,817 4,410,057



（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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31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 66,803,914 3,774,668 2,889,406 73,467,988 － 73,467,988

(2) セグメント間の内部売上高

    又は振替高
2,741 461 61,133 64,335 (64,335) －

 　　　計　 66,806,655 3,775,129 2,950,539 73,532,324 (64,335) 73,467,988

営業利益又は営業損失(△) 546,647 △129,642 160,230 577,235 (1,504,097) △926,861

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31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 67,603,702 2,875,842 2,145,934 72,625,478 － 72,625,478

(2) セグメント間の内部売上高

    又は振替高　 
60 98 40,594 40,753 (40,753) －

 　　　計　 67,603,762 2,875,940 2,186,529 72,666,232 (40,753) 72,625,478

営業利益又は営業損失(△) 200,357 87,150 285,480 572,989 (1,150,260) △577,271

b. 所在地別セグメント情報

　          前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31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

　当社は、平成21年12月18日付で、株式会社セブン＆アイ・ホールディングス、株式会社セブン＆アイ・ネット

メディア及び株式会社セブン－イレブン・ジャパンより第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第

３四半期連結会計期間において資本金が1,463,772千円、資本準備金が1,463,772千円増加し、当第３四半期連結

会計期間末において資本金が5,939,158千円、資本剰余金が4,397,624千円となっております。

－ 1 －
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