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（訂正・数値データ訂正あり）「平成 22 年２月期 第３四半期決算短信（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。 
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平成22年2月期 第3四半期決算短信（非連結） 

平成22年1月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ローソンエンターメディア 上場取引所 JQ 
コード番号 2416 URL http://lawsonentermedia-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） 取締役管理本部長 （氏名） 小山 誠 TEL 03-6730-2200
四半期報告書提出予定日 平成22年1月14日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年2月期第3四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年11月30日） 

（参考） チケット取扱高  22年２月期第３四半期 67,723百万円  21年２月期第３四半期 56,032百万円 

(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3四半期 7,712 ― 1,028 ― 1,035 ― 1,143 ―
21年2月期第3四半期 5,743 13.0 694 55.9 731 50.2 477 78.3

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3四半期 20,467.15 ―
21年2月期第3四半期 8,684.01 ―

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3四半期 12,042 7,326 60.8 131,086.48
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3四半期  7,326百万円 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  
（参考） 配当金の内訳  22年２月期第２四半期末 記念配当 1,000円00銭  22年２月期末 記念配当 1,000円00銭 

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 ― 3,000.00 ―
22年2月期 

（予想）
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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
（参考） チケット取扱高 83,000百万円 

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

通期 9,857 29.4 1,150 45.3 1,158 37.9 1,211 120.0 21,674.41

【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  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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．その他をご覧下さい。 

(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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 55,892株 21年2月期第3四半期 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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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、景気の持ち直しに自律性を欠く中で急激な為替変動が企業収益へ影

響を及ぼすとともに雇用・所得環境にも改善が見られずデフレ圧力が強まるなど、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日付けをもって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し、両社の経営資源を 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、事業領域を拡大したことにともない、新たな企業理念を検討してまいりました。

事業における取組みといたしましては、興行主催への取組みや演劇・音楽など映画以外の作品を劇場で上映する

配給事業フレームの構築を図ってまいりました。また、提供コンテンツの充足や地方の活性化への貢献などにも取り

組んでまいりました。 

チケット販売事業におきましては、コンサートにおける大型公演や期間限定イベント、また、「マイケル・ジャ

クソン THIS IS IT」等の映画前売鑑賞券の販売が好調に推移しチケット取扱高を677億円とし、営業収入は5,615百

万円となりました。 

その他事業におきましては、グッズ販売においてアーティスト関連ＤＶＤの販売が好調に推移し、また、株式会

社アイ・コンビニエンスとの合併により加わったコマース事業やサイト制作事業等により、営業収入は2,096百万円

となりました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の営業収入は7,712百万円（前年同期比34.3％増）、営業利益は1,028百万円

（前年同期比48.1％増）、経常利益は1,035百万円（前年同期比41.6％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1,143百万円（前年同期比139.5％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。 

  

新たな企業理念につきましては、平成22年１月５日に次のとおり決定いたしました。 

付加価値の高いサービスを提供し「新しい体験」を届けていきたいという思いをこめ、企業理念を「“驚き”“喜

び”“豊かさ”のために私たちは『新しい体験』を創造していきます。」と定めました。また、新たにスローガンを

設けることとし「 Life is Entertainment.」 といたしました。 

（１）財政状態の分析 

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ3,730百万円減少し、12,042百万円となりまし

た。その主な要因は、以下のとおりであります。 

流動資産は、3,678百万円減少し9,666百万円となりました。これは主に、チケット販売等に係る営業未払金の

支払い等により、現金及び預金が3,945百万円減少したことによるものです。 

固定資産は、51百万円減少し2,375百万円となりました。これは主に、差入保証金の返還等により、投資その他

の資産が122百万円減少したことによるものです。 

負債は、4,624百万円減少し4,715百万円となりました。これは主に、チケット販売等に係る営業未払金が4,045

百万円減少したことによるものです。 

純資産は、894百万円増加し7,326百万円となりました。これは主に、利益剰余金が893百万円増加したことによ

るものです。 

（２）キャッシュ・フローの分析 

当第３四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、前事業年度末比

4,480百万円減少し、また、合併にともない34百万円増加したことにより5,101百万円となりました。 

営業活動の結果使用した資金は4,535百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益が1,002百万円と

なったものの、チケット販売等に係る営業未払金が減少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300百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出がありました

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。 

財務活動の結果使用した資金は244百万円となりました。これは、配当金の支払いによるものです。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

【訂正前】 ㈱ローソンエンターメディア（2416）　平成22年２月期　第３四半期決算短信（非連結）
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今後の当社を取り巻く経済環境は、為替変動やデフレが企業収益に影響を与え、雇用・所得環境が厳しい中雇用

者所得が減少し、景気の二番底リスクも懸念され始めるなど引続き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、チケット販売事業では引続き優良コンテンツの獲得に努めると

ともにインターネット販売における利便性の向上を図ることなどにより、チケット取扱高の拡大に取組んでまいりま

す。また、その他事業におきましては、新たなコマース事業の早期実現に時間を要しておりますものの、引続きチケ

ット販売事業との相乗効果拡大に取組んでまいります。 

以上の取組みと、好調に推移させることができました当第３四半期累計期間実績を踏まえ、通期の業績見通しに

つきましては、次のとおり修正いたします。 

 （単位：百万円） 

  

①簡便な会計処理 

 （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、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。 

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、

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。 

３．業績予想に関する定性的情報

  チケット取扱高 営業収入 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回予想（Ａ）   79,658  9,842  1,020  1,032  1,142

今回修正（Ｂ）  83,000  9,857  1,150  1,158  1,211

増減額（Ｂ－Ａ）  3,341  14  129  126  69

増減率（％）  4.2  0.1  12.7  12.2  6.1

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

（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

【訂正前】 ㈱ローソンエンターメディア（2416）　平成22年２月期　第３四半期決算短信（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３四半期会計期間末 
（平成21年11月30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 4,101,358 8,047,091

  営業未収入金 3,840,124 2,496,053

  有価証券 999,941 2,299,467

  商品 43,408 19,511

  制作品 6,926 4,083

  その他 722,431 515,127

  貸倒引当金 △47,214 △35,778

  流動資産合計 9,666,976 13,345,555

 固定資産 

  有形固定資産              257,595 188,161

  無形固定資産 

   ソフトウエア 1,386,328 1,412,570

   その他 61,222 33,955

   無形固定資産合計 1,447,550 1,446,526

  投資その他の資産 669,882 792,015

  固定資産合計 2,375,029 2,426,703

 資産合計 12,042,005 15,772,259

負債の部 

 流動負債 

  営業未払金 3,420,778 7,466,483

  未払法人税等 2,180 270,141

  預り金 228,913 613,118

  引当金 50,324 59,210

  その他 861,930 781,611

  流動負債合計 4,564,126 9,190,565

 固定負債 

  引当金 145,104 140,627

  その他 6,088 8,762

  固定負債合計 151,192 149,389

 負債合計 4,715,319 9,339,954

【訂正前】 ㈱ローソンエンターメディア（2416）　平成22年２月期　第３四半期決算短信（非連結）
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（単位：千円）

        
  

当第３四半期会計期間末 
（平成21年11月30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） 

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 3,114,912 2,221,138

  株主資本合計 7,417,015 6,456,538

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △90,329 △24,233

  評価・換算差額等合計 △90,329 △24,233

 純資産合計 7,326,685 6,432,304

負債純資産合計 12,042,005 15,772,259

【訂正前】 ㈱ローソンエンターメディア（2416）　平成22年２月期　第３四半期決算短信（非連結）
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（２）四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）

（単位：千円）

    
当第３四半期累計期間 

（自 平成21年３月１日 
至 平成21年11月30日） 

営業収入 7,712,663

営業原価 2,982,155

営業総利益 4,730,508

販売費及び一般管理費             3,702,337

営業利益 1,028,170

営業外収益 

 受取利息 6,587

 その他 650

 営業外収益合計 7,238

経常利益 1,035,408

特別利益 

 ポイント引当金戻入額 2,273

 特別利益合計 2,273

特別損失 

 関係会社株式評価損 32,777

 その他 2,146

 特別損失合計 34,924

税引前四半期純利益 1,002,757

法人税、住民税及び事業税 4,000

法人税等調整額 △145,192

法人税等合計 △141,192

四半期純利益 1,143,949

【訂正前】 ㈱ローソンエンターメディア（2416）　平成22年２月期　第３四半期決算短信（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３四半期累計期間 

（自 平成21年３月１日 
至 平成21年11月30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 1,002,757

 減価償却費 417,649

 営業未収入金の増減額（△は増加） △1,260,024

 営業未払金の増減額（△は減少） △4,073,704

 預り金の増減額（△は減少） △389,288

 その他 199,633

 小計 △4,102,976

 利息及び配当金の受取額 3,130

 法人税等の支払額 △435,514

 営業活動によるキャッシュ・フロー △4,535,360

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） 500,187

 固定資産の取得による支出 △517,927

 投資有価証券の償還による収入 300,000

 その他 17,809

 投資活動によるキャッシュ・フロー 300,069

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 配当金の支払額 △244,988

 財務活動によるキャッシュ・フロー △244,988

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,480,279

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 5,101,299

【訂正前】 ㈱ローソンエンターメディア（2416）　平成22年２月期　第３四半期決算短信（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。 

  

  

     該当事項はありません。 

  

  

     該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

【訂正前】 ㈱ローソンエンターメディア（2416）　平成22年２月期　第３四半期決算短信（非連結）
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前第３四半期累計期間（平成20年３月１日～11月30日） 

「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

科目  

前年同四半期 
（平成21年２月期第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 営業収入  5,743,847

Ⅱ 営業原価  2,257,662

営業総利益  3,486,185

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,792,107

営業利益  694,078

Ⅳ 営業外収益 37,236

経常利益  731,314

Ⅴ 特別損失  5,340

税引前四半期純利益  725,973

法人税、住民税及び事業税 285,000

法人税等調整額  △36,647

四半期純利益  477,620

【訂正前】 ㈱ローソンエンターメディア（2416）　平成22年２月期　第３四半期決算短信（非連結）
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  前第３四半期累計期間（平成20年３月１日～11月30日）  

  

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期  

（平成21年２月期第３四半期） 

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  725,973

減価償却費   361,509

営業未収入金の減少額（△増加額）  51,934

営業未払金の増加額（△減少額）   △1,491,677

預り金の増加額（△減少額）  △333,856

その他（純額）   359,923

小計  △326,193

利息及び配当金の受取額  17,345

法人税等の支払額   △100,143

営業活動によるキャッシュ・フロー  △408,991

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）   △594,382

固定資産の取得による支出   △564,384

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

その他（純額）   △2,958

投資活動によるキャッシュ・フロー  △711,706

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

配当金の支払額   △190,760

財務活動によるキャッシュ・フロー  △190,760

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  △1,311,458

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  6,163,816

【訂正前】 ㈱ローソンエンターメディア（2416）　平成22年２月期　第３四半期決算短信（非連結）
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   該当事項はありません。 

６．その他の情報

【訂正前】 ㈱ローソンエンターメディア（2416）　平成22年２月期　第３四半期決算短信（非連結）
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平成22年2月期 第3四半期決算短信（非連結） 

平成22年1月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ローソンエンターメディア 上場取引所 JQ 
コード番号 2416 URL http://lawsonentermedia-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） 取締役管理本部長 （氏名） 小山 誠 TEL 03-6730-2200
四半期報告書提出予定日 平成22年1月14日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年2月期第3四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年11月30日） 

（参考） チケット取扱高  22年２月期第３四半期 67,723百万円  21年２月期第３四半期 56,032百万円 

(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3四半期 7,712 ― 1,028 ― 1,035 ― △3,112 ―
21年2月期第3四半期 5,743 13.0 694 55.9 731 50.2 477 78.3

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3四半期 △55,689.44 ―
21年2月期第3四半期 8,684.01 ―

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3四半期 11,253 1,074 9.6 19,231.33
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3四半期  1,074百万円 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  
（参考） 配当金の内訳  22年２月期第２四半期末 記念配当 1,000円00銭  22年２月期末 記念配当 1,000円00銭 

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 ― 3,000.00 ―
22年2月期 

（予想）
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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
（参考） チケット取扱高 83,000百万円 

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

通期 9,857 29.4 1,150 45.3 1,158 37.9 1,211 120.0 21,674.41

【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．その他をご覧下さい。 

(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．その他をご覧下さい。 

(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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 55,892株 21年2月期第3四半期 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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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、景気の持ち直しに自律性を欠く中で急激な為替変動が企業収益へ影

響を及ぼすとともに雇用・所得環境にも改善が見られずデフレ圧力が強まるなど、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日付けをもって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し、両社の経営資源を 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、事業領域を拡大したことにともない、新たな企業理念を検討してまいりました。

事業における取組みといたしましては、興行主催への取組みや演劇・音楽など映画以外の作品を劇場で上映する

配給事業フレームの構築を図ってまいりました。また、提供コンテンツの充足や地方の活性化への貢献などにも取り

組んでまいりました。 

チケット販売事業におきましては、コンサートにおける大型公演や期間限定イベント、また、「マイケル・ジャ

クソン THIS IS IT」等の映画前売鑑賞券の販売が好調に推移しチケット取扱高を677億円とし、営業収入は5,615百

万円となりました。 

その他事業におきましては、グッズ販売においてアーティスト関連ＤＶＤの販売が好調に推移し、また、株式会

社アイ・コンビニエンスとの合併により加わったコマース事業やサイト制作事業等により、営業収入は2,096百万円

となりました。 

しかし、当社元取締役２名が、取締役会の決議を経ることなく、取引先へ支払った資金に回収懸念が生じたた

め、貸倒引当金繰入額4,120百万円を特別損失に計上いたしました。  

以上の結果、当第３四半期累計期間の営業収入は7,712百万円（前年同期比34.3％増）、営業利益は1,028百万円

（前年同期比48.1％増）、経常利益は1,035百万円（前年同期比41.6％増）、四半期純損失は3,112百万円（前年同期

は477百万円の利益）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。 

  

新たな企業理念につきましては、平成22年１月５日に次のとおり決定いたしました。 

付加価値の高いサービスを提供し「新しい体験」を届けていきたいという思いをこめ、企業理念を「“驚き”“喜

び”“豊かさ”のために私たちは『新しい体験』を創造していきます。」と定めました。また、新たにスローガンを

設けることとし「 Life is Entertainment.」 といたしました。 

  

（１）財政状態の分析 

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ4,442百万円減少し、11,253百万円となりまし

た。その主な要因は、以下のとおりであります。 

流動資産は、4,414百万円減少し8,930百万円となりました。これは主に、当社の元取締役２名による資金不正

流出等により、現金及び預金が3,945百万円減少したことによるものです。 

固定資産は、28百万円減少し2,322百万円となりました。これは主に、有形固定資産が69百万円増加し、差入保

証金の返還等により、投資その他の資産が98百万円減少したことによるものです。 

負債は、1,097百万円減少し10,178百万円となりました。これは主に、チケット販売等に係る預り金が1,709百

万円減少したことによるものです。 

純資産は、3,345百万円減少し1,074百万円となりました。これは主に、利益剰余金が3,362百万円減少したこと

によるものです。 

（２）キャッシュ・フローの分析 

当第３四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、前事業年度末比

4,480百万円減少し、また、合併にともない34百万円増加したことにより5,101百万円となりました。 

営業活動の結果使用した資金は4,535百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失が3,117百万円発

生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300百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出がありました

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。 

財務活動の結果使用した資金は244百万円となりました。これは、配当金の支払いによるものです。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

【訂正後】 ㈱ローソンエンターメディア（2416）　平成22年２月期　第３四半期決算短信（非連結）
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今後の当社を取り巻く経済環境は、為替変動やデフレが企業収益に影響を与え、雇用・所得環境が厳しい中雇用

者所得が減少し、景気の二番底リスクも懸念され始めるなど引続き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、チケット販売事業では引続き優良コンテンツの獲得に努めると

ともにインターネット販売における利便性の向上を図ることなどにより、チケット取扱高の拡大に取組んでまいりま

す。また、その他事業におきましては、新たなコマース事業の早期実現に時間を要しておりますものの、引続きチケ

ット販売事業との相乗効果拡大に取組んでまいります。 

以上の取組みと、好調に推移させることができました当第３四半期累計期間実績を踏まえ、通期の業績見通しに

つきましては、次のとおり修正いたします。 

 （単位：百万円） 

  

    

①簡便な会計処理 

 （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、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。 

  

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、

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。 

  

  

３．業績予想に関する定性的情報

  チケット取扱高 営業収入 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回予想（Ａ）   79,658  9,842  1,020  1,032  1,142

今回修正（Ｂ）  83,000  9,857  1,150  1,158  1,211

増減額（Ｂ－Ａ）  3,341  14  129  126  69

増減率（％）  4.2  0.1  12.7  12.2  6.1

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

（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

【訂正後】 ㈱ローソンエンターメディア（2416）　平成22年２月期　第３四半期決算短信（非連結）

4



  

５．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

        
  

当第３四半期会計期間末 
（平成21年11月30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 4,101,358 8,047,091

  営業未収入金 3,247,055 2,496,053

  有価証券 999,941 2,299,467

  商品 43,408 19,511

  制作品 6,926 4,083

  その他 579,481 515,127

  貸倒引当金 △47,214 △35,778

  流動資産合計 8,930,956 13,345,555

 固定資産 

  有形固定資産              257,595 188,161

  無形固定資産 

   ソフトウエア 1,386,328 1,412,570

   その他 61,222 33,955

   無形固定資産合計 1,447,550 1,446,526

  投資その他の資産 

    長期未収入金 6,057,154 1,936,439

    その他 617,723 716,558

    貸倒引当金 △6,057,154 △1,936,439

    投資その他の資産合計 617,723 716,558

  固定資産合計 2,322,870 2,351,246

 資産合計 11,253,826 15,696,802

負債の部 

 流動負債 

  営業未払金 7,983,319 7,176,908

  未払法人税等 2,180 270,141

  預り金 1,130,002 2,839,133

  引当金 50,324 59,210

  その他 861,930 781,611

  流動負債合計 10,027,756 11,127,004

 固定負債 

  引当金 145,104 140,627

  その他 6,088 8,762

  固定負債合計 151,192 149,389

 負債合計 10,178,949 11,276,394
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（単位：千円）

        
  

当第３四半期会計期間末 
（平成21年11月30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） 

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 △3,136,898 225,871

  株主資本合計 1,165,204 4,461,271

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △90,326 △40,863

  評価・換算差額等合計 △90,326 △40,863

 純資産合計 1,074,877 4,420,408

負債純資産合計 11,253,826 15,696,802
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（第３四半期累計期間） 

  

（２）四半期損益計算書

（単位：千円）

    
当第３四半期累計期間 

（自 平成21年３月１日 
至 平成21年11月30日） 

営業収入 7,712,663

営業原価 2,982,155

営業総利益 4,730,508

販売費及び一般管理費             3,702,337

営業利益 1,028,170

営業外収益 

 受取利息 6,587

 その他 650

 営業外収益合計 7,238

経常利益 1,035,408

特別利益 

 ポイント引当金戻入額 2,273

 特別利益合計 2,273

特別損失 

 関係会社株式評価損 32,777

 貸倒引当金繰入額 4,120,715

 その他 2,146

 特別損失合計 4,155,639

税引前四半期純損失（△） △3,117,957

法人税、住民税及び事業税 4,000

法人税等調整額 △9,363

法人税等合計 △5,363

四半期純損失（△） △3,112,594
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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３四半期累計期間 

（自 平成21年３月１日 
至 平成21年11月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純損失（△） △3,117,957

 減価償却費 417,649

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,132,151

 営業未収入金の増減額（△は増加） △666,955

 長期未収入金の増減額（△は増加） △4,120,715

 営業未払金の増減額（△は減少） 778,411

 預り金の増減額（△は減少） △1,714,214

 その他 188,653

 小計 △4,102,976

 利息及び配当金の受取額 3,130

 法人税等の支払額 △435,514

 営業活動によるキャッシュ・フロー △4,535,360

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） 500,187

 固定資産の取得による支出 △517,927

 投資有価証券の償還による収入 300,000

 その他 17,809

 投資活動によるキャッシュ・フロー 300,069

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 配当金の支払額 △244,988

 財務活動によるキャッシュ・フロー △244,988

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,480,279

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 5,101,299
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 平成22年２月、当社の元取締役２名が取締役会の決議を経ることなく、取引先へ資金を不正に流出していたこ

とが判明いたしました。当該資金流出に関して不適切な会計処理が行われており、また当該資金流出（長期未収

入金）の回収懸念等が判明したため、それらが本来処理されるべきであった決算期に遡って決算の訂正を行うこ

とといたしました。 

 これらの決算訂正に伴い、貸倒引当金繰入額を4,120百万円計上しております。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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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３四半期累計期間（平成20年３月１日～11月30日） 

  

  

科目  

前年同四半期 
（平成21年２月期第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 営業収入  5,743,847

Ⅱ 営業原価  2,257,662

営業総利益  3,486,185

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,792,107

営業利益  694,078

Ⅳ 営業外収益 37,236

経常利益  731,314

Ⅴ 特別損失  5,340

税引前四半期純利益  725,973

法人税、住民税及び事業税 285,000

法人税等調整額  △36,647

四半期純利益  477,620
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  前第３四半期累計期間（平成20年３月１日～11月30日）  

  

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期  

（平成21年２月期第３四半期） 

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  725,973

減価償却費   361,509

営業未収入金の減少額（△増加額）  51,934

営業未払金の増加額（△減少額）   △1,491,677

預り金の増加額（△減少額）  △333,856

その他（純額）   359,923

小計  △326,193

利息及び配当金の受取額  17,345

法人税等の支払額   △100,143

営業活動によるキャッシュ・フロー  △408,991

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）   △594,382

固定資産の取得による支出   △564,384

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

その他（純額）   △2,958

投資活動によるキャッシュ・フロー  △711,706

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

配当金の支払額   △190,760

財務活動によるキャッシュ・フロー  △190,760

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  △1,311,458

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  6,163,816
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  該当事項はありません。 

  

  

６．その他の情報
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