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（訂正・数値データ訂正あり）「平成 22 年２月期 第１四半期決算短信（非連結）」 

の一部訂正に関するお知らせ  
 
 
 当社は、平成 22 年３月 23 日付けの「当社元取締役不正行為による特別損失の計上、過年度業績への

影響、平成 22 年２月期業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」において、お知らせいた

しましたとおり、過年度決算を訂正する旨を発表いたしましたが、このたび、その具体的な内容が確定

いたしましたのでお知らせいたします。 
 
 なお、修正箇所が多岐にわたっており、正誤表による記載形式ではわかりづらくなることから、訂正

前及び訂正後の全文をそれぞれ添付し、訂正箇所には下線   を付して表示しております。 
 
 また当社は、平成 21 年７月 20 日付で商号を株式会社ローソンエンターメディアに変更しております

ので、「平成 22 年２月期 第１四半期決算短信（非連結）」においては、提出会社が旧社名の株式会社

ローソンチケットとなっております。 
 

以 上 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成22年2月期 第1四半期決算短信（非連結） 

平成21年6月25日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ローソンチケット 上場取引所 JQ 
コード番号 2416 URL http://lawsonticket-ir.com
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 日比 靖浩
問合せ先責任者 （役職名） 取締役財務経理室長 （氏名） 小山 誠 TEL 03-6730-2200
四半期報告書提出予定日 平成21年7月10日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年2月期第1四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年5月31日） 

（参考）チケット取扱高  22年２月期第１四半期 23,329百万円（21.5％）   21年２月期第１四半期 19,197百万円（30.5％） 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収入 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2月期第1四半期 2,484 ― 432 ― 435 ― 826 ―
21年2月期第1四半期 1,878 16.6 258 38.6 267 35.5 175 49.5

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2月期第1四半期 14,790.98 ―
21年2月期第1四半期 3,184.97 ―

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2月期第1四半期 17,238 7,220 41.9 129,190.56
21年2月期 15,772 6,432 40.8 116,951.00

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  7,220百万円 21年2月期  6,432百万円

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2月期 ― 1,500.00 ― 1,500.00 3,000.00
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
3,000.00 ― 3,000.00 6,000.00

3.  平成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）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

【訂正前】
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年2月期第1四半期 55,892株 21年2月期  55,000株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  ―株 21年2月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第1四半期 55,892株 21年2月期第1四半期 55,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している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り異なる可能性があります。 
2．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

【訂正前】
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定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期におけるわが国経済は、景気に底入れの兆しが見られ始めたものの、海外経済の影響を受け企業収益

が悪化する中で設備投資の大幅な減少や雇用・所得環境の悪化により個人消費が減少するなど、依然として厳しい状

況が続いております。

　このような状況の中で当社は、平成21年３月１日付けでローソンのグループ企業である株式会社アイ・コンビニエ

ンスを吸収合併いたしました。この合併により、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・拡大に努めております。また、海外コンテンツ招聘への参画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233億円と前年同期実績を上回ることができました。これは、

会員数拡大を目的として優良コンテンツの獲得に努めた結果、特にコンサートにおける大型公演の販売が好調に推移

したことなどによるものです。

　その他事業におきましては、株式会社アイ・コンビニエンスとの合併により新たにコマース事業やサイト制作事業

が加わり、また、広告営業収入において「LAWSON」各店舗と連携した媒体広告の拡大を図ったことなどにより、全体

としても前年同期実績を上回ることができました。

　以上の結果、当第１四半期累計期間の営業収入は2,484百万円（前年同期比32.3％増)、営業利益は432百万円(前年

同期比67.2％増）、経常利益は435百万円（前年同期比62.5％増）となりました。また、被合併会社である株式会社

アイ・コンビニエンスが有していた税務上の繰越欠損金の課税所得からの控除と税効果の適用により、四半期純利益

は826百万円（前年同期比371.9％増）となりました。

　なお、前年同期比は参考として記載しております。

２．財政状態に関する定性的情報

(１）財政状態の分析

当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ1,466百万円増加し、17,238百万円となりました。

その主な要因は、以下のとおりであります。

流動資産は、1,381百万円増加し14,727百万円となりました。これは主に、チケット販売等に係る営業未収入金が

2,413百万円増加したことによるものです。

固定資産は、84百万円増加し2,510百万円となりました。これは主に、システム投資により無形固定資産が52百万

円増加したことによるものです。

負債は、677百万円増加し10,017百万円となりました。これは主に、チケット販売等に係る営業未払金が653百万円

増加したことによるものです。

純資産は、788百万円増加し7,220百万円となりました。これは主に、利益剰余金が744百万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

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前期末比999百万円減

少し、また、合併にともない34百万円増加したことにより8,582百万円となりました。

営業活動の結果使用した資金は1,124百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益が437百万円となったも

のの、チケット販売等に係る営業未収入金が増加したことによるものです。

投資活動の結果得られた資金は202百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出があったものの、

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。

財務活動の結果使用した資金は77百万円となりました。これは、配当金の支払いによるものです。

 

３．業績予想に関する定性的情報

平成22年２月期の業績予想については、平成21年４月13日の平成21年２月期決算発表時に公表しました第２四半期

累計期間及び通期業績予想に変更はありません。

【訂正前】 ㈱ローソンチケット（2416）　平成22年２月期　第１四半期決算短信（非連結）
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４．その他

四半期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

①四半期財務諸表に関する事項の適用

　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期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、先入先出法による原価法によっておりましたが、当

第１四半期会計期間より「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

用されたことにともない、先入先出法による原価法（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。

　なお、これにより損益に与える影響はありません。

【訂正前】 ㈱ローソンチケット（2416）　平成22年２月期　第１四半期決算短信（非連結）
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５．四半期財務諸表

（１）四半貸借対照表

（単位：千円）

 
 

当第１四半期会計期間末
（平成21年５月31日）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

（平成21年２月28日）

資産の部     

流動資産     

現金及び預金  5,082,784  8,047,091

営業未収入金  4,909,577  2,496,053

有価証券  3,799,384  2,299,467

商品  67,643  19,511

制作品  4,426  4,083

その他  904,819  515,127

貸倒引当金  △41,122  △35,778

流動資産合計  14,727,512  13,345,555

固定資産     

有形固定資産 178,693 188,161

無形固定資産  1,498,758  1,446,526

投資その他の資産  833,436  792,015

固定資産合計  2,510,888  2,426,703

資産合計  17,238,401  15,772,259

負債の部     

流動負債     

営業未払金  8,120,073  7,466,483

未払法人税等  10,117  270,141

預り金  794,622  613,118

引当金  103,651  59,210

その他  856,420  781,611

流動負債合計  9,884,885  9,190,565

固定負債     

引当金  124,892  140,627

その他  7,904  8,762

固定負債合計  132,796  149,389

負債合計  10,017,682  9,339,954

純資産の部     

株主資本     

資本金  2,892,575  2,892,575

資本剰余金  1,409,527  1,342,825

利益剰余金  2,965,336  2,221,138

株主資本合計  7,267,438  6,456,538

評価・換算差額等     

その他有価証券評価差額金  △46,719  △24,233

評価・換算差額等合計  △46,719  △24,233

純資産合計  7,220,718  6,432,304

負債純資産合計  17,238,401  15,772,259

【訂正前】 ㈱ローソンチケット（2416）　平成22年２月期　第１四半期決算短信（非連結）

5



（２）四半期損益計算書

（第１四半期累計期間）

（単位：千円）

 
当第１四半期累計期間

（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

営業収入  2,484,053

営業原価  904,883

営業総利益  1,579,169

販売費及び一般管理費 1,146,558

営業利益  432,610

営業外収益   

受取利息  2,621

その他  47

営業外収益合計  2,668

経常利益  435,279

特別利益   

ポイント引当金戻入額  1,922

特別利益合計  1,922

税引前四半期純利益  437,202

法人税、住民税及び事業税  1,000

法人税等調整額  △390,495

法人税等合計  △389,495

四半期純利益  826,697

【訂正前】 ㈱ローソンチケット（2416）　平成22年２月期　第１四半期決算短信（非連結）
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

 
当第１四半期累計期間

（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益  437,202

減価償却費  133,833

営業未収入金の増減額（△は増加）  △2,329,477

営業未払金の増減額（△は減少）  625,590

預り金の増減額（△は減少）  176,420

その他  86,548

小計  △869,882

利息及び配当金の受取額  1,601

法人税等の支払額  △256,606

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,124,887

投資活動によるキャッシュ・フロー  　

有価証券の増減額（△は増加）  200,187

固定資産の取得による支出  △240,906

投資有価証券の償還による収入  300,000

その他  △56,510

投資活動によるキャッシュ・フロー  202,770

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額  △77,243

財務活動によるキャッシュ・フロー  △77,243

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △999,360

現金及び現金同等物の期首残高  9,546,793

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額  34,785

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,582,219

【訂正前】 ㈱ローソンチケット（2416）　平成22年２月期　第１四半期決算短信（非連結）
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　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期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

　該当事項はありません。

（５）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。

【訂正前】 ㈱ローソンチケット（2416）　平成22年２月期　第１四半期決算短信（非連結）
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

前第１四半期累計期間（平成20年３月１日～５月31日）

科目

前年同四半期
（平成21年２月期第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　営業収入 1,878,213

Ⅱ　営業原価 721,860

営業総利益 1,156,352

Ⅲ　販売費及び一般管理費 897,575

営業利益 258,777

Ⅳ　営業外収益 9,101

経常利益 267,878

Ⅴ　特別損失 1,211

　税引前四半期純利益 266,667

　法人税、住民税及び事業税 107,000

　法人税等調整額 △15,506

　四半期純利益 175,173

【訂正前】 ㈱ローソンチケット（2416）　平成22年２月期　第１四半期決算短信（非連結）
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期累計期間（平成20年３月１日～５月31日）

前年同四半期
（平成21年２月期第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

　税引前四半期純利益 266,667

　減価償却費 118,581

　営業未収入金の減少額（△増加額） 24,685

　営業未払金の増加額（△減少額） 102,149

　預り金の増加額（△減少額） 1,038,060

　その他（純額） △137,712

小計 1,412,431

　利息及び配当金の受取額 5,820

　法人税等の支払額 △7,815

　営業活動によるキャッシュ・フロー 1,410,437

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） △496,871

　固定資産の取得による支出 △464,867

　投資有価証券の償還による収入 500,000

　その他（純額） △3,305

　投資活動によるキャッシュ・フロー △465,044

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　配当金の支払額 △107,118

　財務活動によるキャッシュ・フロー △107,118

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額） 838,273

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 7,475,275

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末残高 8,313,548

【訂正前】 ㈱ローソンチケット（2416）　平成22年２月期　第１四半期決算短信（非連結）
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６．その他の情報

該当事項はありません。　

【訂正前】 ㈱ローソンチケット（2416）　平成22年２月期　第１四半期決算短信（非連結）
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平成22年2月期 第1四半期決算短信（非連結） 

平成21年6月25日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ローソンチケット 上場取引所 JQ 
コード番号 2416 URL http://lawsonticket-ir.com
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 日比 靖浩
問合せ先責任者 （役職名） 取締役財務経理室長 （氏名） 小山 誠 TEL 03-6730-2200
四半期報告書提出予定日 平成21年7月10日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年2月期第1四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年5月31日） 

（参考）チケット取扱高  22年２月期第１四半期 23,329百万円（21.5％）   21年２月期第１四半期 19,197百万円（30.5％） 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収入 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2月期第1四半期 2,484 ― 432 ― 435 ― 652 ―
21年2月期第1四半期 1,878 16.6 258 38.6 267 35.5 175 49.5

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2月期第1四半期 11,672.09 ―
21年2月期第1四半期 3,184.97 ―

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2月期第1四半期 17,005 5,051 29.7 90,373.06
21年2月期 15,696 4,420 28.2 80,371.06

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  5,051百万円 21年2月期  4,420百万円

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2月期 ― 1,500.00 ― 1,500.00 3,000.00
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
3,000.00 ― 3,000.00 6,000.00

3.  平成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）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

【訂正後】
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(2) 四半期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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年2月期第1四半期 55,892株 21年2月期  55,000株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  ―株 21年2月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第1四半期 55,892株 21年2月期第1四半期 55,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している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り異なる可能性があります。 
2．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

【訂正後】
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定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期におけるわが国経済は、景気に底入れの兆しが見られ始めたものの、海外経済の影響を受け企業収益

が悪化する中で設備投資の大幅な減少や雇用・所得環境の悪化により個人消費が減少するなど、依然として厳しい状

況が続いております。

　このような状況の中で当社は、平成21年３月１日付けでローソンのグループ企業である株式会社アイ・コンビニエ

ンスを吸収合併いたしました。この合併により、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・拡大に努めております。また、海外コンテンツ招聘への参画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233億円と前年同期実績を上回ることができました。これは、

会員数拡大を目的として優良コンテンツの獲得に努めた結果、特にコンサートにおける大型公演の販売が好調に推移

したことなどによるものです。

　その他事業におきましては、株式会社アイ・コンビニエンスとの合併により新たにコマース事業やサイト制作事業

が加わり、また、広告営業収入において「LAWSON」各店舗と連携した媒体広告の拡大を図ったことなどにより、全体

としても前年同期実績を上回ることができました。

　以上の結果、当第１四半期累計期間の営業収入は2,484百万円（前年同期比32.3％増)、営業利益は432百万円(前年

同期比67.2％増）、経常利益は435百万円（前年同期比62.5％増）となりました。また、被合併会社である株式会社

アイ・コンビニエンスが有していた税務上の繰越欠損金の課税所得からの控除と税効果の適用により、四半期純利益

は652百万円（前年同期比272.4％増）となりました。

　なお、前年同期比は参考として記載しております。

２．財政状態に関する定性的情報

(１）財政状態の分析

当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ1,308百万円増加し、17,005百万円となりました。

その主な要因は、以下のとおりであります。

流動資産は、1,198百万円増加し14,544百万円となりました。これは主に、チケット販売等に係る営業未収入金が

2,389百万円増加したことによるものです。

固定資産は、109百万円増加し2,461百万円となりました。これは主に、システム投資により無形固定資産が52百万円

増加したことによるものです。

負債は、677百万円増加し11,954百万円となりました。これは主に、チケット販売等に係る営業未払金が1,229百万

円増加し、預り金が394百万円減少したことによるものです。

純資産は、630百万円増加し5,051百万円となりました。これは主に、利益剰余金が569百万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

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前期末比999百万円減

少し、また、合併にともない34百万円増加したことにより8,582百万円となりました。

営業活動の結果使用した資金は1,124百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益が413百万円となったも

のの、チケット販売等に係る営業未収入金が増加したことによるものです。

投資活動の結果得られた資金は202百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出があったものの、

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。

財務活動の結果使用した資金は77百万円となりました。これは、配当金の支払いによるものです。

 

３．業績予想に関する定性的情報

平成22年２月期の業績予想については、平成21年４月13日の平成21年２月期決算発表時に公表しました第２四半期

累計期間及び通期業績予想に変更はありません。

【訂正後】 ㈱ローソンチケット（2416）　平成22年２月期　第１四半期決算短信（非連結）
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４．その他

(１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　①簡便な会計処理

　（固定資産の減価償却の算定方法）

　定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。

　②四半期財務諸表作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

(２）四半期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

①四半期財務諸表に関する事項の適用

　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期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、先入先出法による原価法によっておりましたが、当

第１四半期会計期間より「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

用されたことにともない、先入先出法による原価法（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。

　なお、これにより損益に与える影響はありません。

【訂正後】 ㈱ローソンチケット（2416）　平成22年２月期　第１四半期決算短信（非連結）
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５．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

 
 

当第１四半期会計期間末
（平成21年５月31日）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

（平成21年２月28日）

資産の部     

流動資産     

現金及び預金  5,082,784  8,047,091

営業未収入金  4,885,710  2,496,053

有価証券  3,799,384  2,299,467

商品  67,643  19,511

制作品  4,426  4,083

その他  745,419  515,127

貸倒引当金  △41,122  △35,778

流動資産合計  14,544,245  13,345,555

固定資産     

有形固定資産 178,693 188,161

無形固定資産  1,498,758  1,446,526

投資その他の資産     

長期未収入金  1,960,306  1,936,439

その他  783,555  716,558

貸倒引当金  △1,960,306  △1,936,439

投資その他の資産合計  783,555  716,558

固定資産合計  2,461,007  2,351,246

資産合計  17,005,252  15,696,802

負債の部     

流動負債     

営業未払金  8,406,345  7,176,908

未払法人税等  10,117  270,141

預り金  2,444,789  2,839,133

引当金  103,651  59,210

その他  856,420  781,611

流動負債合計  11,821,325  11,127,004

固定負債     

引当金  124,892  140,627

その他  7,904  8,762

固定負債合計  132,796  149,389

負債合計  11,954,121  11,276,394

純資産の部     

株主資本     

資本金  2,892,575  2,892,575

資本剰余金  1,409,527  1,342,825

利益剰余金  795,748  225,871

株主資本合計  5,097,850  4,461,271

評価・換算差額等     

その他有価証券評価差額金  △46,719  △40,863

評価・換算差額等合計  △46,719  △40,863

純資産合計   5,051,131  4,420,408

負債純資産合計  17,005,252  15,696,802

【訂正後】 ㈱ローソンチケット（2416）　平成22年２月期　第１四半期決算短信（非連結）
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（２）四半期損益計算書

（第１四半期累計期間）

（単位：千円）

 
当第１四半期累計期間

（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

営業収入  2,484,053

営業原価  904,883

営業総利益  1,579,169

販売費及び一般管理費 1,146,558

営業利益  432,610

営業外収益   

受取利息  2,621

その他  47

営業外収益合計  2,668

経常利益  435,279

特別利益   

ポイント引当金戻入額  1,922

特別利益合計  1,922

特別損失   

貸倒引当金繰入額  23,867

特別損失合計  23,867

税引前四半期純利益  413,335

法人税、住民税及び事業税  1,000

法人税等調整額  △240,041

法人税等合計  △239,041

四半期純利益  652,376

【訂正後】 ㈱ローソンチケット（2416）　平成22年２月期　第１四半期決算短信（非連結）
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

 
当第１四半期累計期間

（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益  413,335

減価償却費  133,833

営業未収入金の増減額（△は増加）  △2,305,609

営業未払金の増減額（△は減少）  1,201,437

預り金の増減額（△は減少）  △399,427

その他  86,548

小計  △869,882

利息及び配当金の受取額  1,601

法人税等の支払額  △256,606

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,124,887

投資活動によるキャッシュ・フロー  　

有価証券の増減額（△は増加）  200,187

固定資産の取得による支出  △240,906

投資有価証券の償還による収入  300,000

その他  △56,510

投資活動によるキャッシュ・フロー  202,770

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額  △77,243

財務活動によるキャッシュ・フロー  △77,243

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △999,360

現金及び現金同等物の期首残高  9,546,793

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額  34,785

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,582,219

【訂正後】 ㈱ローソンチケット（2416）　平成22年２月期　第１四半期決算短信（非連結）
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　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期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

　該当事項はありません。

（５）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。

【訂正後】 ㈱ローソンチケット（2416）　平成22年２月期　第１四半期決算短信（非連結）
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

前第１四半期累計期間（平成20年３月１日～５月31日）

科目

前年同四半期
（平成21年２月期第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　営業収入 1,878,213

Ⅱ　営業原価 721,860

営業総利益 1,156,352

Ⅲ　販売費及び一般管理費 897,575

営業利益 258,777

Ⅳ　営業外収益 9,101

経常利益 267,878

Ⅴ　特別損失 1,211

　税引前四半期純利益 266,667

　法人税、住民税及び事業税 107,000

　法人税等調整額 △15,506

　四半期純利益 175,173

【訂正後】 ㈱ローソンチケット（2416）　平成22年２月期　第１四半期決算短信（非連結）
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期累計期間（平成20年３月１日～５月31日）

前年同四半期
（平成21年２月期第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

　税引前四半期純利益 266,667

　減価償却費 118,581

　営業未収入金の減少額（△増加額） 24,685

　営業未払金の増加額（△減少額） 102,149

　預り金の増加額（△減少額） 1,038,060

　その他（純額） △137,712

小計 1,412,431

　利息及び配当金の受取額 5,820

　法人税等の支払額 △7,815

　営業活動によるキャッシュ・フロー 1,410,437

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） △496,871

　固定資産の取得による支出 △464,867

　投資有価証券の償還による収入 500,000

　その他（純額） △3,305

　投資活動によるキャッシュ・フロー △465,044

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　配当金の支払額 △107,118

　財務活動によるキャッシュ・フロー △107,118

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額） 838,273

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 7,475,275

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末残高 8,313,548

【訂正後】 ㈱ローソンチケット（2416）　平成22年２月期　第１四半期決算短信（非連結）
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６．その他の情報

該当事項はありません。　

【訂正後】 ㈱ローソンチケット（2416）　平成22年２月期　第１四半期決算短信（非連結）
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