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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 95,987 △4.3 △594 ― △642 ― △920 ―

21年3月期 100,335 2.2 △912 ― △1,047 ― △1,987 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △76.28 ― △33.2 △3.0 △0.7

21年3月期 △180.75 ― △112.6 △4.5 △0.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  19百万円 21年3月期  △46百万円

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 21,733 3,811 17.4 268.09
21年3月期 23,571 1,808 7.5 157.15

（参考） 自己資本  22年3月期  3,772百万円 21年3月期  1,771百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 △1,974 △523 2,038 5,392
21年3月期 719 △375 △50 5,853

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

45,000 △11.8 △250 ― △270 ― △190 ― △13.50

通期 86,500 △9.9 50 ― 10 ― 60 ― 4.26



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）  有  

（注）詳細は、８ページ「２．企業集団の状況」をご覧下さい。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、25ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 2社 （社名
北京尚雅科技発展有限公司、北京
尚雅英博広告有限公司

）

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 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 22,460株 21年3月期 22,445株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 95,321 △4.1 △684 ― △768 ― △1,063 ―

21年3月期 99,435 2.1 △841 ― △944 ― △2,082 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 △88.09 ―

21年3月期 △189.39 ―

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 22,845 4,187 18.3 297.59
21年3月期 23,852 2,320 9.7 205.83

（参考） 自己資本 22年3月期  4,187百万円 21年3月期  2,320百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照下さい。 



















４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,953,783 5,392,448

受取手形及び売掛金 10,062,351 10,433,507

商品及び製品 82,242 72,435

仕掛品 605 1,427

原材料及び貯蔵品 12,021 5,928

繰延税金資産 2,912 2,167

その他 1,302,461 606,836

貸倒引当金 △21,761 △32,166

流動資産合計 17,394,618 16,482,584

固定資産   

有形固定資産   

建物 56,318 62,153

減価償却累計額 △40,697 △42,898

建物（純額） 15,620 19,255

工具、器具及び備品 58,321 55,638

減価償却累計額 △26,544 △24,470

工具、器具及び備品（純額） 31,776 31,168

土地 6,240 6,240

リース資産 4,524 10,040

減価償却累計額 △527 △2,984

リース資産（純額） 3,996 7,055

有形固定資産合計 57,634 63,718

無形固定資産   

ソフトウエア 4,920,108 3,919,151

ソフトウエア仮勘定 － 64,530

のれん 15,818 4,065

その他 63,490 62,703

無形固定資産合計 4,999,417 4,050,450

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  455,598 ※1  373,548

敷金及び保証金 441,937 436,956

繰延税金資産 4,796 2,563

その他 688,613 750,461

貸倒引当金 △471,274 △427,121

投資その他の資産合計 1,119,671 1,136,408

固定資産合計 6,176,724 5,250,577

資産合計 23,571,342 21,733,162



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 16,520,882 13,991,009

1年内返済予定の長期借入金 852,800 634,800

1年内償還予定の社債 20,000 －

未払金 844,152 1,009,727

未払法人税等 39,163 40,008

賞与引当金 71,421 5,231

返品調整引当金 313,000 278,000

その他 1,125,155 592,490

流動負債合計 19,786,574 16,551,265

固定負債   

長期借入金 1,542,800 908,000

退職給付引当金 45,365 54,239

役員退職慰労引当金 101,567 100,530

預り営業保証金 280,820 301,720

繰延税金負債 1,122 －

その他 4,620 5,837

固定負債合計 1,976,296 1,370,327

負債合計 21,762,871 17,921,593

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,475,385 5,939,158

資本剰余金 2,933,852 4,397,624

利益剰余金 △5,564,550 △6,485,179

自己株式 △61,327 △61,344

株主資本合計 1,783,360 3,790,259

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,636 4,438

為替換算調整勘定 △13,677 △22,509

評価・換算差額等合計 △12,040 △18,070

少数株主持分 37,151 39,380

純資産合計 1,808,471 3,811,568

負債純資産合計 23,571,342 21,733,162



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 100,335,423 95,987,870

売上原価 91,060,967 87,854,308

売上総利益 9,274,456 8,133,561

返品調整引当金戻入額 391,000 313,000

返品調整引当金繰入額 313,000 278,000

差引売上総利益 9,352,456 8,168,561

販売費及び一般管理費   

荷造運送費 272,216 209,623

宣伝販促費 598,238 465,552

販売手数料 1,682,705 1,556,621

貸倒引当金繰入額 16,950 61,424

役員報酬 222,242 185,325

給料手当及び賞与 3,453,948 3,165,131

賞与引当金繰入額 64,560 5,231

退職給付費用 271,808 224,093

役員退職慰労引当金繰入額 7,029 －

福利厚生費 411,928 321,919

旅費及び交通費 188,951 124,371

通信費 135,689 108,271

賃借料 692,595 617,976

業務委託費 956,142 728,994

減価償却費 10,816 12,788

のれん償却額 142,020 9,753

その他 1,136,613 966,339

販売費及び一般管理費合計 10,264,459 8,763,418

営業損失（△） △912,003 △594,857

営業外収益   

受取利息 6,804 1,173

受取配当金 3,040 2,280

持分法による投資利益 － 19,163

その他 11,001 9,235

営業外収益合計 20,846 31,853

営業外費用   

支払利息 79,124 46,791

株式交付費 9,307 12,981

持分法による投資損失 46,805 －

その他 21,487 19,910

営業外費用合計 156,723 79,683

経常損失（△） △1,047,881 △642,687



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

関係会社株式売却益 － 12,973

貸倒引当金戻入額 － 61,563

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 －

大量退職に伴う退職給付制度一部終了益 24,157 －

その他 － 2,755

特別利益合計 46,452 77,293

特別損失   

減損損失 ※2  9,193 －

固定資産除却損 ※1  1,942 ※1  201,670

投資有価証券評価損 146,101 83,297

貸倒引当金繰入額 297,887 －

特別退職金 ※3  350,913 －

事業撤退損 ※4  143,820 －

事務所移転費用 － 15,300

その他 25,541 10,547

特別損失合計 975,401 310,815

税金等調整前当期純損失（△） △1,976,830 △876,210

法人税、住民税及び事業税 26,822 26,763

過年度法人税等 － 15,494

法人税等調整額 △181 △66

法人税等合計 26,641 42,191

少数株主利益又は少数株主損失（△） △15,904 2,228

当期純損失（△） △1,987,566 △920,629



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,475,358 4,475,385

当期変動額   

新株の発行 1,000,027 1,463,772

当期変動額合計 1,000,027 1,463,772

当期末残高 4,475,385 5,939,158

資本剰余金   

前期末残高 1,933,825 2,933,852

当期変動額   

新株の発行 1,000,027 1,463,772

当期変動額合計 1,000,027 1,463,772

当期末残高 2,933,852 4,397,624

利益剰余金   

前期末残高 △3,576,983 △5,564,550

当期変動額   

当期純損失（△） △1,987,566 △920,629

当期変動額合計 △1,987,566 △920,629

当期末残高 △5,564,550 △6,485,179

自己株式   

前期末残高 △61,250 △61,327

当期変動額   

自己株式の取得 △76 △16

当期変動額合計 △76 △16

当期末残高 △61,327 △61,344

株主資本合計   

前期末残高 1,770,949 1,783,360

当期変動額   

新株の発行 2,000,054 2,927,544

当期純損失（△） △1,987,566 △920,629

自己株式の取得 △76 △16

当期変動額合計 12,410 2,006,898

当期末残高 1,783,360 3,790,259



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 848 1,636

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 787 2,802

当期変動額合計 787 2,802

当期末残高 1,636 4,438

為替換算調整勘定   

前期末残高 △13,434 △13,677

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △242 △8,832

当期変動額合計 △242 △8,832

当期末残高 △13,677 △22,509

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △12,585 △12,040

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 544 △6,029

当期変動額合計 544 △6,029

当期末残高 △12,040 △18,070

少数株主持分   

前期末残高 53,773 37,151

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,621 2,228

当期変動額合計 △16,621 2,228

当期末残高 37,151 39,380

純資産合計   

前期末残高 1,812,137 1,808,471

当期変動額   

新株の発行 2,000,054 2,927,544

当期純損失（△） △1,987,566 △920,629

自己株式の取得 △76 △16

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,076 △3,801

当期変動額合計 △3,665 2,003,097

当期末残高 1,808,471 3,811,568



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △1,976,830 △876,210

減価償却費 1,192,597 1,331,424

株式交付費 9,307 12,981

減損損失 9,193 －

事業撤退損 143,820 －

事務所移転費用 － 15,300

のれん償却額 142,020 11,753

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,623 8,874

特別退職金 350,913 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △49,257 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 310,138 △33,747

返品調整引当金の増減額（△は減少） △78,000 △35,000

受取利息及び受取配当金 △9,844 △3,453

支払利息 79,124 46,791

関係会社株式売却損益（△は益） － △12,973

投資有価証券評価損益（△は益） 146,101 83,297

固定資産除却損 1,942 201,670

持分法による投資損益（△は益） 46,805 △19,163

売上債権の増減額（△は増加） △1,200,871 △371,155

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,603 15,077

仕入債務の増減額（△は減少） 2,920,221 △2,529,873

未払金の増減額（△は減少） △198,988 △28,610

その他 △660,820 296,670

小計 1,155,345 △1,886,345

利息及び配当金の受取額 11,109 4,253

利息の支払額 △77,485 △46,827

特別退職金の支払額 △350,913 －

法人税等の支払額 △18,663 △45,700

法人税等の還付額 3 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 719,396 △1,974,620

投資活動によるキャッシュ・フロー   

長期貸付金の回収による収入 60,385 52,435

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 △489,864 △538,375

定期預金の払戻による収入 － 100,000

関係会社株式の売却による収入 － 2,500

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 △1,112 △145,000

その他 56,552 △17,063

投資活動によるキャッシュ・フロー △375,343 △523,062

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） △275,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,765,300 △852,800

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 2,914,563

自己株式の取得による支出 △76 △16

その他 △453 △3,224

財務活動によるキャッシュ・フロー △50,082 2,038,522

現金及び現金同等物に係る換算差額 598 △2,173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 294,568 △461,334

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期末残高 ※1  5,853,783 ※1  5,392,448



（５）継続企業の前提に関する注記

　　　 　該当事項はありません。

 
（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社　９社

  連結子会社の名称

   ぴあモバイル株式会社

　 けっこんぴあ株式会社

　 ぴあデジタルコミュニケーションズ

　 株式会社

　 ぴあ総合研究所株式会社

　 チケットぴあ九州株式会社

　 ぴあインターナショナル株式会社

　 PIA ASIA PACIFIC CO.,LIMITED

　 北京尚雅科技発展有限公司

　 北京尚雅英博広告有限公司

 

 

 

 

 

 

 

(2) 主要な非連結子会社名

PIA Entertainment(H.K.)CO.,LIMITED

連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社は、小規模会社であり、

総資産、売上高、当期純損益及び利益剰

余金等は、いずれも連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないためであります。

(1) 連結子会社　７社

  連結子会社の名称

   ぴあモバイル株式会社

　 株式会社東京音協

　 ぴあデジタルコミュニケーションズ

　 株式会社

　 ぴあ総合研究所株式会社

　 チケットぴあ九州株式会社

　 ぴあインターナショナル株式会社

　 PIA ASIA PACIFIC CO.,LIMITED

　前連結会計年度において連結子会社で

ありました北京尚雅科技発展有限公司及

び北京尚雅英博広告有限公司については、

当連結会計年度中に当社グループ保有の

株式を売却したため、連結の範囲から除

外しております。

　株式会社東京音協は平成22年３月23日

にけっこんぴあ株式会社より社名変更し

ております。

(2) 主要な非連結子会社名

PIA Entertainment(H.K.)CO.,LIMITED

同左

２．持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法適用の非連結子会社数　１社

PIA Entertainment(H.K.)CO.,LIMITED

　なお、PIA Entertainment(H.K.)

CO.,LIMITEDは、平成21年３月19日に新

たに設立したため、持分法適用の範囲に

含めております。

(2) 持分法適用の関連会社数　１社

チケットぴあ名古屋（株）

　なお、(株)ＮＡＮＯぴあ（現ウィルメ

ディア(株)）は平成21年２月２日に全株

式を譲渡したことにより、持分法の適用

範囲から除外しております。

───────　

(1) 持分法適用の非連結子会社数　１社

PIA Entertainment(H.K.)CO.,LIMITED

　

 

 

 

(2) 持分法適用の関連会社数　１社

チケットぴあ名古屋（株）

 

 

 

(3) 持分法を適用していない関連会社

（株）文化科学研究所は、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体としても重

要性がないため持分法の適用範囲から除

外しております。
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項目
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

  連結子会社のうち、北京尚雅科技発展

有限公司及び北京尚雅英博広告有限公司

の決算日は12月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、同

決算日現在の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、１月１日から連結決算日３

月31日までの期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な調整を行って

おります。

　連結子会社であった北京尚雅科技発展

有限公司及び北京尚雅英博広告有限公司

の決算日は12月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、同

決算日現在の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、１月１日から連結決算日３

月31日までの期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な調整を行って

おります。

　なお、上記以外は、最近の有価証券報告書（平成21年６月22日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省
略しております。
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（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

　（会計方針の変更）

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

　（リース取引に関する会計基準）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関

する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。

　なお、当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であり

ます。

───────　

　

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い）

　当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。

　なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありませ

ん。

───────　

 

　（表示方法の変更）

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

 （連結貸借対照表関係）

　財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20

年８月７日）内閣府令第50号）が適用になることに伴い、

全連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記さ

れていたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」

「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しておりま

す。

　なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」はそ

れぞれ66,435千円、5,490千円、10,877千円であります。

───────　

 

 （連結損益計算書関係）

　　前連結会計年度において独立科目で掲記していた諸

債務整理益（当連結会計年度738千円）は、重要性が乏

しくなったため、営業外収益の「その他」に含めており

ます。

───────　
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（８）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度

（平成21年３月31日）

当連結会計年度

（平成22年３月31日）

※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 177,566千円 投資有価証券（株式） 195,980千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

　　　建物          　　　                 66千円

　　　工具、器具及び備品　　　　　　　　1,876千円

※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

　　　建物          　　　                  8千円

　　　工具、器具及び備品　　　　　　　　  221千円

　　　ソフトウエア　　　　　　　　　　201,440千円

※２　減損損失　

　当連会計年度において、当社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しております。

 ※２　　　　   　　───────　

 

場所 用途 種類
金額

（千円）

アジア地
区

事務所
出版設備等　

建物
工具、器具及び備品
ソフトウエア　

1,542
5,857
140

東京都
千代田区

ぴあＳＨＯＰ
ネット運営設
備

ソフトウエア　 1,652

　当社グループは、キャッシュフローを生み出す最小単

位として、事業単位を基本グループとしております。

　当社グループの３カ年中期経営計画において事業撤退

を実施したことにより、撤退事業にて使用していた資産

グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少を減損損失（9,193千円）として特別損失に計上して

おります。

　なお、回収可能価額は使用価値により測定しておりま

すが、将来キャッシュフローがマイナスであるためゼロ

として評価しております。

 

 

※３　特別退職金は、希望退職者に対する特別退職加算

    金及び再就職支援費用であります。

※３               ───────

※４　事業撤退損は、通信販売事業等からの撤退に伴う

    損失で、リース解約違約金等であります。

※４               ───────
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 9,917,613 1,376,500 － 11,294,113

合計 9,917,613 1,376,500 － 11,294,113

自己株式

普通株式 22,395 50 － 22,445

合計 22,395 50 － 22,445

（注１）普通株式の発行株式総数の増加1,376,500株は、第三者割当増資による増加であります。

（注２）普通株式の自己株式の株式数の増加50株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。  

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。 

当連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 11,294,113 2,798,800 － 14,092,913

合計 11,294,113 2,798,800 － 14,092,913

自己株式

普通株式 22,445 15 － 22,460

合計 22,445 15 － 22,460

（注１）普通株式の発行株式総数の増加2,798,800株は、第三者割当増資による増加であります。

（注２）普通株式の自己株式の株式数の増加15株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。  

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表　

　に記載されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表　

　に記載されている科目の金額との関係

（平成21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在）

現金及び預金勘定 5,953,783千円

預入期間が３カ月を超える定期預金 △100,000千円

現金及び現金同等物 5,853,783千円

現金及び預金勘定 5,392,448千円

預入期間が３カ月を超える定期預金 －千円

現金及び現金同等物 5,392,448千円

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３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）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 91,350,378 5,118,759 3,866,285 100,335,423 － 100,335,423

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,891 466 61,696 66,054 (66,054) －

計 91,354,269 5,119,225 3,927,982 100,401,478 (66,054) 100,335,423

営業費用 90,562,274 5,156,489 3,664,921 99,383,685 1,863,742 101,247,427

営業利益又は

営業損失（△）
791,995 △37,264 263,061 1,017,792 (1,929,796) △912,003

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 14,535,964 2,608,457 2,660,316 19,804,738 3,766,603 23,571,342

減価償却費 1,156,207 17,418 11,078 1,184,704 7,892 1,192,597

資本的支出 594,129 25,025 30,631 649,786 17,474 667,260

　（注）　１．事業区分の方法

事業は、製品等の種類、性質及び販売方法の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品及び役務

(1）チケット事業…オンラインチケット販売関連事業

(2）出版事業…雑誌、書籍、ムックス

(3) 情報サービス他事業…ネット関連及び新規事業

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,929,796千円であり、その主

なものは連結財務諸表提出会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、3,766,603千円であり、その主なものは連結

財務諸表提出会社での余資運用資金（現金及び預金等）及び管理部門に係る資産等であります。
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当連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３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）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 89,009,532 4,117,823 2,860,514 95,987,870 － 95,987,870

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
60 105 40,594 40,759 (40,759) －

計 89,009,592 4,117,928 2,901,108 96,028,619 (40,759) 95,987,870

営業費用 88,607,917 3,917,962 2,517,930 95,043,811 1,538,916 96,582,727

営業利益又は

営業損失（△）
401,674 199,966 383,178 984,818 (1,579,676) △594,857

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 13,409,203 2,560,839 1,635,280 17,605,323 4,127,838 21,733,162

減価償却費 1,281,565 21,918 20,300 1,323,783 9,216 1,333,000

資本的支出 453,676 3,630 68,000 525,306 12,129 537,435

　（注）　１．事業区分の方法

事業は、製品等の種類、性質及び販売方法の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品及び役務

(1）チケット事業…オンラインチケット販売関連事業

(2）出版事業…雑誌、書籍、ムックス

(3) 情報サービス他事業…ネット関連及び新規事業

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,579,676千円であり、その主

なものは連結財務諸表提出会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、4,127,838千円であり、その主なものは連結

財務諸表提出会社での余資運用資金（現金及び預金等）及び管理部門に係る資産等であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成21年４月１日　

至　平成22年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める

割合がいずれも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

前連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成21年４月１日　

至　平成22年３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。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

１株当たり純資産額     157円15銭

１株当たり当期純損失金額       180円75銭

１株当たり純資産額      268円09銭

１株当たり当期純損失金額        76円28銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純損失金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純損失金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

　（注）　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当期純損失(△) (千円) △1,987,566 △920,629

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（△）（千

円）
△1,987,566 △920,629

普通株式の期中平均株式数（株） 10,996,376 12,069,122

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

平成21年7月21日満期円貨建転換社債

型新株予約権付社債(券面総額20,000

千円)。

新株予約権の目的となる株式の種類

　　　　　　　　　　　　普通株式

新株予約権の目的となる株式の数

　　　　　　　　　　　　7,244株

───────

　（開示の省略）

　リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付に関する注記事項につ

いては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

─────── 　資本金及び資本準備金の減少

    当社は、平成22年５月13日開催の取締役会において、平成

22年６月26日開催予定の定時株主総会に、「資本金及び資本

準備金の額の減少の件」並びに「剰余金の処分の件」につい

て付議することを決議いたしました。

１．資本金及び資本準備金の額の減少の目的

当社の事業再構築のため、財務内容の健全化と早期の分配可

能額の計上を図ることを目的として、資本金及び資本準備金

の額を減少し、これにより負の利益剰余金に充当するもので

す。

２．減少する資本金及び資本準備金の額

平成22年３月31日現在の資本金5,939,158千円のうち

1,700,000千円を減少させ、資本準備金3,999,915千円を全額

減少させます。減少する資本金及び資本準備金は、その他資

本剰余金に振替えます。

３．剰余金の処分

上記２で増加するその他資本剰余金のうち5,694,954千円を

その他利益剰余金に振替えることにより、負の利益剰余金の

填補を行います。

４．日程

①平成22年5月13日 取締役会決議日

②平成22年6月26日 定時株主総会決議日（予定）

③平成22年6月28日 債権者異議申述催告公告日（予定）

④平成22年7月28日 債権者異議申述催告最終期日（予定）

⑤平成22年7月29日 効力発生日（予定）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,667,022 3,964,438

受取手形及び売掛金 － 10,332,764

受取手形 147,980 －

売掛金 9,801,329 －

商品及び製品 82,242 72,435

仕掛品 605 1,210

原材料及び貯蔵品 11,858 5,867

前渡金 608,294 －

前払費用 121,639 112,623

未収入金 577,246 441,178

その他 19,985 75,935

貸倒引当金 △18,830 △32,323

流動資産合計 15,019,373 14,974,129

固定資産   

有形固定資産   

建物 52,904 58,739

減価償却累計額 △39,890 △41,655

建物（純額） 13,014 17,083

工具、器具及び備品 52,759 52,123

減価償却累計額 △22,845 △22,317

工具、器具及び備品（純額） 29,913 29,806

土地 6,240 6,240

リース資産 4,524 10,040

減価償却累計額 △527 △2,984

リース資産（純額） 3,996 7,055

有形固定資産合計 53,163 60,185

無形固定資産   

のれん 38,000 6,000

ソフトウエア 4,910,727 3,912,429

ソフトウエア仮勘定 － 64,530

電話加入権 36,125 36,125

その他 24,416 23,630

無形固定資産合計 5,009,270 4,042,715

投資その他の資産   

投資有価証券 225,022 163,164

関係会社株式 2,851,144 2,851,144

破産更生債権等 883,280 628,474

長期前払費用 803 123,482

敷金及び保証金 439,879 435,108

その他 116,593 138,089

貸倒引当金 △746,333 △571,373

投資その他の資産合計 3,770,390 3,768,089

固定資産合計 8,832,824 7,870,991

資産合計 23,852,198 22,845,120



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 16,324,470 13,789,177

短期借入金 － 1,000,000

1年内返済予定の長期借入金 852,800 634,800

1年内償還予定の社債 20,000 －

未払金 860,056 996,010

未払費用 140,838 117,049

未払法人税等 29,676 39,004

前受金 592,360 377,920

預り金 214,065 27,980

賞与引当金 64,000 －

返品調整引当金 313,000 278,000

その他 156,446 38,279

流動負債合計 19,567,715 17,298,221

固定負債   

長期借入金 1,542,800 908,000

退職給付引当金 33,542 40,551

役員退職慰労引当金 101,567 100,530

預り営業保証金 280,820 301,720

繰延税金負債 1,122 3,045

その他 4,620 5,837

固定負債合計 1,964,473 1,359,684

負債合計 21,532,188 18,657,906

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,475,385 5,939,158

資本剰余金   

資本準備金 2,536,143 3,999,915

資本剰余金合計 2,536,143 3,999,915

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △4,631,828 △5,694,954

利益剰余金合計 △4,631,828 △5,694,954

自己株式 △61,327 △61,344

株主資本合計 2,318,373 4,182,775

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,636 4,438

評価・換算差額等合計 1,636 4,438

純資産合計 2,320,009 4,187,214

負債純資産合計 23,852,198 22,845,120



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

商品売上高 84,386,830 82,097,736

製品売上高 15,048,889 13,223,549

売上高合計 99,435,719 95,321,285

売上原価   

商品期首たな卸高 9,717 3,383

期首製品及び制作品たな卸高 56,053 78,688

当期商品仕入高 79,370,776 77,479,259

当期製品及び制作品製造原価 11,338,203 10,075,999

合計 90,774,750 87,637,330

商品期末たな卸高 3,554 0

期末製品及び制作品たな卸高 78,688 69,760

売上原価合計 90,692,508 87,567,570

売上総利益 8,743,211 7,753,715

返品調整引当金戻入額 391,000 313,000

返品調整引当金繰入額 313,000 278,000

差引売上総利益 8,821,211 7,788,715

販売費及び一般管理費   

荷造運送費 270,196 208,385

宣伝販促費 580,362 444,973

販売手数料 1,677,876 1,551,198

貸倒引当金繰入額 16,421 61,512

役員報酬 167,259 164,699

給料手当及び賞与 3,101,703 2,981,943

賞与引当金繰入額 59,555 －

退職給付費用 268,618 221,943

役員退職慰労引当金繰入額 7,029 －

福利厚生費 365,030 305,561

交際費 255,431 144,312

旅費及び交通費 166,121 119,896

通信費 123,923 102,167

水道光熱費 55,331 49,014

消耗品費 97,917 79,607

賃借料 667,065 605,507

支払手数料 452,758 444,683

業務委託費 1,108,415 759,839

減価償却費 6,189 9,216

その他 215,774 219,237

販売費及び一般管理費合計 9,662,983 8,473,700

営業損失（△） △841,771 △684,984



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 4,894 647

受取配当金 4,290 3,030

その他 9,392 10,664

営業外収益合計 18,577 14,341

営業外費用   

支払利息 91,164 65,284

株式交付費 9,307 12,981

その他 20,581 19,842

営業外費用合計 121,052 98,108

経常損失（△） △944,247 △768,751

特別利益   

関係会社株式売却益 － 10,000

貸倒引当金戻入額 － 51,385

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 －

大量退職に伴う退職給付制度一部終了益 24,157 －

特別利益合計 46,452 61,385

特別損失   

減損損失 1,652 －

固定資産除却損 1,942 201,645

投資有価証券評価損 146,101 66,582

関係会社株式評価損 32,710 －

貸倒引当金繰入額 467,742 －

特別退職金 350,913 －

事務所移転費用 － 15,300

事業撤退損 143,820 －

その他 25,020 39,280

特別損失合計 1,169,903 322,809

税引前当期純損失（△） △2,067,698 △1,030,175

法人税、住民税及び事業税 14,916 17,456

過年度法人税等 － 15,494

法人税等合計 14,916 32,950

当期純損失（△） △2,082,614 △1,063,126



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,475,358 4,475,385

当期変動額   

新株の発行 1,000,027 1,463,772

当期変動額合計 1,000,027 1,463,772

当期末残高 4,475,385 5,939,158

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,536,116 2,536,143

当期変動額   

新株の発行 1,000,027 1,463,772

当期変動額合計 1,000,027 1,463,772

当期末残高 2,536,143 3,999,915

資本剰余金合計   

前期末残高 1,536,116 2,536,143

当期変動額   

新株の発行 1,000,027 1,463,772

当期変動額合計 1,000,027 1,463,772

当期末残高 2,536,143 3,999,915

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △2,549,213 △4,631,828

当期変動額   

当期純損失（△） △2,082,614 △1,063,126

当期変動額合計 △2,082,614 △1,063,126

当期末残高 △4,631,828 △5,694,954

利益剰余金合計   

前期末残高 △2,549,213 △4,631,828

当期変動額   

当期純損失（△） △2,082,614 △1,063,126

当期変動額合計 △2,082,614 △1,063,126

当期末残高 △4,631,828 △5,694,954

自己株式   

前期末残高 △61,250 △61,327

当期変動額   

自己株式の取得 △76 △16

当期変動額合計 △76 △16

当期末残高 △61,327 △61,344



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 2,401,010 2,318,373

当期変動額   

新株の発行 2,000,054 2,927,544

当期純損失（△） △2,082,614 △1,063,126

自己株式の取得 △76 △16

当期変動額合計 △82,637 1,864,402

当期末残高 2,318,373 4,182,775

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 848 1,636

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 787 2,802

当期変動額合計 787 2,802

当期末残高 1,636 4,438

評価・換算差額等合計   

前期末残高 848 1,636

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 787 2,802

当期変動額合計 787 2,802

当期末残高 1,636 4,438

純資産合計   

前期末残高 2,401,859 2,320,009

当期変動額   

新株の発行 2,000,054 2,927,544

当期純損失（△） △2,082,614 △1,063,126

自己株式の取得 △76 △16

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 787 2,802

当期変動額合計 △81,849 1,867,204

当期末残高 2,320,009 4,187,214



（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）個別財務諸表に関する注記事項

  （重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

─────── 　資本金及び資本準備金の減少

    当社は、平成22年５月13日開催の取締役会において、平成

22年６月26日開催予定の定時株主総会に、「資本金及び資本

準備金の額の減少の件」並びに「剰余金の処分の件」につい

て付議することを決議いたしました。

１．資本金及び資本準備金の額の減少の目的

当社の事業再構築のため、財務内容の健全化と早期の分配可

能額の計上を図ることを目的として、資本金及び資本準備金

の額を減少し、これにより負の利益剰余金に充当するもので

す。

２．減少する資本金及び資本準備金の額

平成22年３月31日現在の資本金5,939,158千円のうち

1,700,000千円を減少させ、資本準備金3,999,915千円を全額

減少させます。減少する資本金及び資本準備金は、その他資

本剰余金に振替えます。

３．剰余金の処分

上記２で増加するその他資本剰余金のうち5,694,954千円を

その他利益剰余金に振替えることにより、負の利益剰余金の

填補を行います。

４．日程

①平成22年5月13日 取締役会決議日

②平成22年6月26日 定時株主総会決議日（予定）

③平成22年6月28日 債権者異議申述催告公告日（予定）

④平成22年7月28日 債権者異議申述催告最終期日（予定）

⑤平成22年7月29日 効力発生日（予定）
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