
【表紙】
 

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成20年12月15日

【四半期会計期間】 第24期第１四半期（自　平成20年８月１日　至　平成20年10月31日）

【会社名】 株式会社アトラス

【英訳名】 ATLUS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　猪狩　茂

【本店の所在の場所】 東京都新宿区神楽坂四丁目８番地

【電話番号】 ０３－３２３５－７８０１(代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレートサポート部長　　秋庭　克彦

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区神楽坂四丁目８番地

【電話番号】 ０３－３２３５－７８０１(代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレートサポート部長　　秋庭　克彦

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所

（東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号）

 

EDINET提出書類

株式会社アトラス(E02451)

四半期報告書

 1/26



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第24期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第23期

会計期間
自平成20年８月１日
至平成20年10月31日

自平成19年８月１日
至平成20年７月31日

売上高（千円）     6,441,210     23,305,923

経常利益（千円）     309,553   1,636,787

四半期（当期）純利益（千円）     59,927     587,113

純資産額（千円） 11,406,343     11,354,954

総資産額（千円）     18,945,037     21,013,068

１株当たり純資産額（円）     800.37     799.79

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）     4.28     41.88

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）     －     －

自己資本比率（％）     59.2     53.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
    △74,828     1,620,879

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
    30,357 △2,984,916

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
    △450,569     718,130

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 2,691,737     3,203,913

従業員数（人）     385     374

　　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

　３．当第１四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、希薄化効

果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成20年10月31日現在

従業員数（人） 385 (846)

　（注）従業員数は就業人員であり、パートタイム従業員、派遣社員及び臨時従業員は（　）内に当第１四半期連結会計期

間の平均人員を外数で記載しております。

　       

(2）提出会社の状況

 平成20年10月31日現在

従業員数（人） 289 (820)

　（注）従業員数は就業人員であり、パートタイム従業員、派遣社員及び臨時従業員は（　）内に当第１四半期連結会計期

間の平均人員を外数で記載しております。 
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年８月１日
至　平成20年10月31日）

家庭用ゲーム関連事業（千円）    2,747,790

業務用ゲーム関連事業（千円） 372,709

合計（千円）     3,120,499

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2) 受注状況

当第１四半期連結会計期間の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高

家庭用ゲーム関連事業（千円）     1,276,928

合計（千円）     1,276,928

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年８月１日
至　平成20年10月31日）

家庭用ゲーム関連事業（千円）     3,399,955

業務用ゲーム関連事業（千円）     604,202

アミューズメント施設関連事業（千円）     2,437,052

合計（千円）     6,441,210

　（注）１．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先
当第１四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％)
㈱コナミデジタルエンタテイメント 1,206,928 18.74

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態及び経営成績の分析】

(1)業績の状況

　当社グループは、平成20年９月に新たな中期経営計画を策定し、平成23年７月期までの今後３年間においてアミュー

ズメント関連の資産を圧縮し、コンテンツ関連分野に積極投資を行うことにより、資産効率を重視した経営スタイル

へと大幅な業態転換を図ることを目指しております。そのため、当第１四半期連結会計期間では、主として既存事業の

再構築、高効率事業への経営資源の再配分、世界に通用するIP（Intellectual Property：知的財産）の開発に重点的

に取り組んでおります。特に既存事業につきましては、家庭用ゲーム関連事業を重点投資分野と位置づけ、当社グルー

プの牽引役としてクオリティの高い「アトラスIP」を世界へ配信すべく、コンテンツ開発体制の強化、コンテンツマ

ルチユースの促進などを推し進めております。また、厳しい環境下にあります業務用ゲーム関連事業ならびにア

ミューズメント施設関連事業につきましては、構造改革分野と位置づけ、生産性・経営効率の徹底的な見直し、在庫の

圧縮等に取り組んでおります。

　当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、主に家庭用ゲーム関連事業において、国内新作ゲームソフト「デ

ビルサマナー葛葉ライドウVSアバドン王」（PS２）が当初計画を上回る販売本数を達成したこと、および連結子会社

の株式会社シーアンドシーメディアが運営するオンラインゲームが好調であったことから、売上高は6,441,210千円

となりました。

　損益面につきましては、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）の適用に伴い、厳格な基準設

定を行い継続的に運用することとし、業務用ゲーム関連事業において当第１四半期連結会計期間末に保有していた棚

卸資産の簿価切下げを行いました。そのため、簿価切下額283,175千円を売上原価に計上しましたが、利益率の高い家

庭用ゲーム関連事業が順調であったことから、営業利益は362,412千円、経常利益309,553千円となりました。

　当四半期純損益につきましては、株式市場の急激な悪化に伴う投資有価証券評価損など142,502千円の特別損失を計

上し、四半期純利益は59,927千円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間の事業別セグメントの概況

（家庭用ゲーム関連事業）

　当分野のパッケージソフト事業につきましては、国内市場では新作ゲームソフトとして「デビルサマナー葛葉ライ

ドウVSアバドン王」（PS２）を発売し、順調な販売実績をあげました。北米市場では、「ユグドラユニオン」（PS２）

や「スペクトラルフォース３」（XBOX360）等を発売し比較的堅調に推移しました。オンラインゲーム事業では、連結

子会社の株式会社シーアンドシーメディアが展開するオンラインゲーム「パーフェクト ワールド －完美世界－」

および「夢世界 －武林外伝－」のパブリッシング事業が引き続き好調に推移し、売上高および利益面に大きく寄与

する結果となりました。

　この結果、当分野の売上高は3,399,955千円、営業利益808,964千円となりました。

 

（業務用ゲーム関連事業）

　当分野につきましては、アミューズメント施設関連市場が低迷を続けているなか、カードゲーム事業はノウハウ蓄積

と販売プロモーションが奏功し、前年を上回る売上を確保しております。しかしながら、主力商品であるプライズ機等

の販売が苦戦を強いられております。そのため、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）の適

用に伴い設定した厳格な評価基準により、当第１四半期連結会計期間末に保有していた棚卸資産について簿価切下げ

を行い、簿価切下額283,175千円を売上原価に計上しました。

　この結果、当分野の売上高は623,656千円、営業損失は471,276千円となりました。 

 

（アミューズメント施設関連事業）

　当分野につきましては、市場全体が低迷を続けており、当社グループにおきましてもロードサイド型単独店を中心に

既存店売上高前年対比が約90%となり、大変苦戦を強いられております。また、集客に寄与する新ゲーム機器の発売も

少なく、新規顧客の創出には至りませんでした。このような状況から、運営コストの見直しなど収益確保に努めており

ます。

　この結果、当分野の売上高は2,437,052千円、営業利益216,071千円となりました。
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当第１四半期連結会計期間の所在地別セグメントの概況 

（日本）

　日本につきましては、家庭用ゲーム関連事業において当社のパッケージソフト販売および、連結子会社の株式会社

シーアンドシーメディアが展開するオンラインゲームのパブリッシング事業が好調だったことから売上高5,358,345

千円、営業利益512,864千円となりました。

 

（北米）

　北米につきましては、家庭用ゲーム関連事業において、米国連結子会社のAtlus U.S.A.,Inc.のパッケージソフト販

売が堅調に推移し、売上高1,099,458千円、営業利益61,547千円となりました。

 

　連結財政状態に関する定性的情報は次のとおりであります。

　当第１四半期連結会計期間における総資産は18,945,037千円となり、前連結会計年度末に比べ2,068,030千円の減少

となりました。その主な要因は、現金及び預金が512,176千円、受取手形及び売掛金が652,954千円、短期貸付金が

851,440千円減少したことによるものです。

　当第１四半期連結会計期間における負債合計は7,538,693千円となり、前連結会計年度末に比べ2,119,419千円の減

少となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金が1,469,274千円、短期借入金が200,000千円、賞与引当金が

173,861千円、長期借入金が240,500千円減少したことによるものです。

　当第１四半期末における純資産は11,406,343千円となり、前連結会計年度末に比べ51,388千円の増加となりました。

その主な要因は、その他有価証券評価差額金が31,457千円増加したことによるものです。

　なお、自己資本比率は59.2％となりました。

 

(2)キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結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。）は、前連結会計年度末に比べ

512,176千円減少し、2,691,737千円となりました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は、74,828千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益198,072千円、

減価償却費431,475千円、売上債権の減少629,265千円等の資金獲得があったものの、仕入債務の減少1,498,668千円

等の資金の使用が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）

　投資活動の結果得られた資金は、30,357千円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出

359,871千円、投資有価証券の取得による支出400,151千円等の資金の使用があったものの、貸付金の回収による収

入972,320千円等の資金獲得があったこと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）

　財務活動の結果使用した資金は、450,569千円となりました。これは、短期借入金の返済による支出200,000千円、長

期借入金の返済による支出180,500千円、配当金の支払額70,069千円の資金の使用によるものであります。

 

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において事業上及び財政上の対処すべき課題に重要な変更又は新たに生じた課題はあり

ません。

 

(4)研究開発活動

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社アトラス(E02451)

四半期報告書

 6/26



第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種　　　　類 発行可能株式総数（株）

普　通　株　式 40,552,000

計 40,552,000

 

②【発行済株式】

種　類
第１四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成20年10月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成20年12月15日)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協
会名

内　容

普通株式 14,017,783 14,017,783ジャスダック証券取引所 －

計 14,017,783 14,017,783 － －

 

(2)【新株予約権等の状況】

①旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づく新株予約権（ストックオプション）に関する事項は、次

のとおりであります。

平成17年６月28日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年10月31日）

新株予約権の数（個） 4,130

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

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（株） 413,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 788

新株予約権の行使期間
自　平成19年７月１日

至　平成22年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額

発行価格　　　788円

資本組入額　　394円

新株予約権の行使の条件

・権利行使時において当社又は当社と人的資本的関係の

ある会社の取締役、監査役及び従業員。

・権利の質入その他の処分及び相続は認めない。

・その他の条件は当社と対象者との間で締結する新株予

約権付与契約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －
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②会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく、新株予約権（ストックオプション）に関する事項は、次

のとおりであります。 

平成19年10月30日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年10月31日）

新株予約権の数（個） 3,963

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類(注)１ 　　普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）(注)１ 396,300

新株予約権の行使時の払込金額（円）(注)２   552

新株予約権の行使期間
自　平成22年10月23日

至　平成24年10月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額

発行価格　　　552円

資本組入額　　276円

新株予約権の行使の条件

・新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」

という）は、権利行使時において当社の取締役、監査役及

び従業員であることを要す。

・新株予約権の質入れその他の処分相続は認めない。

・その他の条件については、新株予約権発行の取締役会

決議に基づき、当社と新株予約権者との間で定めるとこ

ろによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

(注)１．　新株予約権１個につき目的となる株式数は100株とする。なお、当社の株式分割または株式併合を行う場合、次の

算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使され

ていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じた１株未満の端数について

は、これを切り捨てるものとする。

 　　　　        調整後株式数＝調整前株式数×株式分割（または株式併合）の比率

         　また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲

で付与株式数を調整する。

(注)２．　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることが

できる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

　行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）の属する月の前月の各日（取引が成立し

ない日を除く。）のジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」という。）

の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げる。）または割当日の前日の終値（当日に終値がない

場合は、それに先立つ直近の取引日の終値）のいずれか高い金額とする。

　なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式によ

り調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
　　１

分割・併合の比率

　また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場

合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社普通

株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除く。）には、行使価額を次の算式により調整し、

調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝ 調整前行使価額×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　なお、上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にか

かる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」に読み替えるものとする。

　さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株式へ配当を行

う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当てまたは配当等の条件等

を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

(注)３．　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　ⅰ　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項に従い算

EDINET提出書類

株式会社アトラス(E02451)

四半期報告書

 9/26



出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるも

のとする。

　　ⅱ　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度

額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(注)４．　以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳまたはⅴの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社

の取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することがで

きる。

　　ⅰ  当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

　　ⅱ　当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

　　ⅲ　当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

　　ⅳ　当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての

定めを設ける定款の変更承認の議案

　　ⅴ　当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての

定めを設ける定款の変更承認の議案

(注)５．　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会

社となる場合に限る。）または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限り、以上

を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき

吸収合併がその効力を生ずる日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立

会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社

の成立の日をいう。）において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権

者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対

象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅

し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予

約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計

画において定めた場合に限るものとする。

　　ⅰ　交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ付与するものとする。

　　ⅱ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

　　ⅲ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記（注）１に準じて決定する。

　　ⅳ　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記（注）２で定められる行使価額を組織再

編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の

目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

　　ⅴ　新株予約権を行使することができる期間

上記（注）３に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちい

ずれか遅い日から、上記（注）３に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

　　ⅵ　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記（注）４に準じて決定する。

　　ⅶ　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

　　ⅷ　新株予約権の取得条項

上記（注）５に準じて決定する。 

(注)６．　募集新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合は、これを切り捨て

るものとする。

EDINET提出書類

株式会社アトラス(E02451)

四半期報告書

10/26



 

(3)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

  

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年　月　日
発行済株式
総数増減数(株)

発行済株式
総数残高(株)

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額(千円)

資本準備金
残高(千円)

 平成20年８月１日～

平成20年10月31日
－ 14,017,783 － 8,450,002 － 1,186,493

 

(5)【大株主の状況】

大量保有報告書等写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において大株主の異動は把握しておりません。

  

(6)【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから直前の基準日(平成20年７月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

 平成20年７月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　 　　 300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 14,016,200 140,136 －

単元未満株式 普通株式　 　 1,283 － －

発行済株式総数 14,017,783 － －

総株主の議決権 － 140,136 －

（注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、全て当社保有の自己株式であります。

２．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券等保管振替機構名義の株式が2,600株（議決権26個）含

まれております。なお、当該株式は議決権の数には含めておりません。

３．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式15株が含まれております。

 

②【自己株式等】

  平成20年７月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％）

株式会社アトラス
東京都新宿区神楽坂

四丁目８番地
300 － 300 0.0

計 － 300 － 300 0.0

 

２【株価の推移】

当該四半期累計期間における月別最高・最低株価

月別 平成20年８月 ９月 10月

最高（円） 675 599   490  

最低（円） 579 452   300  

（注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

 

３【役員の状況】

　　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年８月１日から

平成20年10月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、優成監査法人による四半期レビューを受けており

ます。

EDINET提出書類

株式会社アトラス(E02451)

四半期報告書

12/26



１【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１四半期連結会計期間末
(平成20年10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20年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,691,737 3,203,913

受取手形及び売掛金 3,659,241 4,312,196

有価証券 72,541 －

商品 222,191 235,634

製品 961,329 1,121,262

仕掛品 1,103,474 1,195,504

貯蔵品 120,841 133,070

短期貸付金 － ※
 851,440

繰延税金資産 57,623 74,022

その他 515,556 522,878

貸倒引当金 △27,507 △27,950

流動資産合計 9,377,029 11,621,971

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,434,835 4,377,494

機械装置及び運搬具 19,439 12,899

工具、器具及び備品 7,782,421 7,610,983

土地 207,633 207,633

建設仮勘定 14,998 48,991

減価償却累計額 △7,981,079 △7,746,483

減損損失累計額 △356,317 △357,139

有形固定資産合計 4,121,932 4,154,379

無形固定資産

のれん 791,420 844,230

その他 318,135 334,068

無形固定資産合計 1,109,556 1,178,299

投資その他の資産

敷金及び保証金 3,145,817 3,178,351

その他 2,072,911 1,780,761

貸倒引当金 △882,209 △900,695

投資その他の資産合計 4,336,519 4,058,418

固定資産合計 9,568,008 9,391,096

資産合計 18,945,037 21,013,068
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年10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20年７月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,891,825 3,361,099

短期借入金 900,000 1,100,000

1年内返済予定の長期借入金 782,000 722,000

未払法人税等 77,873 123,186

賞与引当金 78,133 251,994

売上割戻引当金 147,903 74,066

その他 1,269,979 1,378,200

流動負債合計 5,147,714 7,010,548

固定負債

長期借入金 1,751,000 1,991,500

役員退職慰労引当金 1,230 1,230

その他 638,749 654,835

固定負債合計 2,390,979 2,647,565

負債合計 7,538,693 9,658,113

純資産の部

株主資本

資本金 8,450,002 8,450,002

資本剰余金 1,186,493 1,186,493

利益剰余金 2,060,124 2,065,835

自己株式 △205 △205

株主資本合計 11,696,414 11,702,125

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △12,654 △44,111

為替換算調整勘定 △464,548 △447,020

評価・換算差額等合計 △477,203 △491,132

新株予約権 21,320 －

少数株主持分 165,810 143,961

純資産合計 11,406,343 11,354,954

負債純資産合計 18,945,037 21,013,068
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年８月１日
　至　平成20年10月31日)

売上高 6,441,210

売上原価 4,701,395

売上総利益 1,739,814

販売費及び一般管理費 ※
 1,377,402

営業利益 362,412

営業外収益

受取利息 16,322

受取配当金 3,570

その他 5,065

営業外収益合計 24,957

営業外費用

支払利息 15,281

為替差損 48,054

その他 14,481

営業外費用合計 77,817

経常利益 309,553

特別利益

投資有価証券売却益 20,718

賞与引当金戻入額 10,304

特別利益合計 31,022

特別損失

固定資産除却損 16,846

たな卸資産評価損 11,436

投資有価証券評価損 113,602

その他 616

特別損失合計 142,502

税金等調整前四半期純利益 198,072

法人税、住民税及び事業税 102,399

法人税等調整額 13,895

法人税等合計 116,295

少数株主利益 21,849

四半期純利益 59,927
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年８月１日
　至　平成20年10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利益 198,072

減価償却費 431,475

のれん償却額 52,809

貸倒引当金の増減額（△は減少） △263

賞与引当金の増減額（△は減少） △173,861

売上割戻引当金の増減額（△は減少） 78,733

受取利息及び受取配当金 △19,892

支払利息及び社債利息 15,281

投資有価証券売却損益（△は益） △20,718

投資有価証券評価損益（△は益） 113,602

固定資産売却損益（△は益） 616

固定資産除却損 16,846

売上債権の増減額（△は増加） 629,265

たな卸資産の増減額（△は増加） 273,267

仕入債務の増減額（△は減少） △1,498,668

未払消費税等の増減額（△は減少） 62,893

その他の資産の増減額（△は増加） 56,813

その他の負債の増減額（△は減少） △133,346

小計 82,929

利息及び配当金の受取額 24,065

利息の支払額 △14,573

法人税等の支払額 △167,249

営業活動によるキャッシュ・フロー △74,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △75,369

有形固定資産の取得による支出 △359,871

有形固定資産の売却による収入 11,550

無形固定資産の取得による支出 △26,527

投資有価証券の取得による支出 △400,151

投資有価証券の売却による収入 21,416

貸付けによる支出 △109,000

貸付金の回収による収入 972,320

その他の支出 △4,684

その他の収入 675

投資活動によるキャッシュ・フロー 30,357
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年８月１日
　至　平成20年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △200,000

長期借入金の返済による支出 △180,500

その他の支出 △70,069

財務活動によるキャッシュ・フロー △450,569

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △512,176

現金及び現金同等物の期首残高 3,203,913

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,691,737
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【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】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年８月１日
至　平成20年10月31日）

１．連結の範囲に関する事項の

変更

(1)連結の範囲の変更

Atlus Shanghai Digital Image Co., Ltd.については、当第１四半期連結会計期間

において、清算結了が実質的にされたため、連結の範囲から除外しております。

(2)変更後の連結子会社の数

　４社

２．会計処理基準に関する事項

の変更

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

  (たな卸資産)

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、主として移動平均法による原価法

によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「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伴い、主として

移動平均法による原価法（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、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益及び経常利益は

283,175千円、税金等調整前四半期純利益は、294,611千円減少しております。

 (2)リース取引に関する会計基準の適用

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、「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））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から

適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれ

らの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。なお、

リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース

取引については引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用してお

ります。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の

方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してお

ります。この変更が損益に与える影響ありません。

(3)「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」の適

用 

  当第１四半期連結会計期間より「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、連結決

算上必要な修正を行っております。この変更が損益に与える影響はありません。
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【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年８月１日
至　平成20年10月31日）

１．法人税等並びに繰延税金資

産及び繰延税金負債の算定

方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等の著

しい変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況について前連結会計年度末から

大幅な変動がないと認められる場合には、前連結会計年度末において使用した将来の

業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

２．連結会社相互間の債権債務

及び取引の相殺消去におけ

る簡便的な会計処理

　連結会社相互間の債権と債務を相殺消去するにあたり、当該債権の額と債務の額に差

異が見られる場合には、合理的な範囲内で、当該差異の調整を行わないで債権と債務を

相殺消去しております。

　連結会社相互間の取引を相殺消去するにあたり、取引金額に差異がある場合で、当該

差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法により相殺消去をして

おります。

３．未実現損益の消去における

簡便的な会計処理

　連結会社相互間の取引によって取得した、たな卸資産に含まれる四半期連結会計期間

末における未実現損益の消去にあたっては、前連結会計年度から取引状況に大きな変

化がないと認められる場合には、前連結会計年度で使用した損益率を使用しておりま

す。

４．一般債権の貸倒見積高の算

定方法

　当第１四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

倒見積高を算定としております。

５．棚卸資産の評価方法    　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し前連結会

計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっておりま

す。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年８月１日
至　平成20年10月31日）

税金費用の計算 　税金費用については、主として当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の

税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しおります。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年10月31日）

前連結会計年度末
（平成20年７月31日）

※　　　　────────────────

 

 

※　　親会社である株式会社インデックス・ホールディング

スに対する短期貸付金であります。

　　短期貸付金　　　　　　　　　　　　　850,000千円

 

（四半期連結損益計算書関係）
 

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年８月１日
至　平成20年10月31日）

※　　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

給与手当 245,086千円

広告宣伝費 216,472 

支払手数料 192,795 

販売手数料 98,351 

地代家賃 56,381 

賞与引当金繰入額 34,100 

貸倒引当金繰入額 7,198 
　

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）
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当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年８月１日
至　平成20年10月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 　　　　　　　　　　　　　（平成20年10月31日現在）

 現金及び預金勘定　　　　　　　　　　2,691,737千円

 現金及び現金同等物　　　　　　　　　2,691,737千円

 

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年10月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年８月１日　

至　平成20年10月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

  普通株式 14,017,783株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　  315株

 

３．新株予約権等に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権

　新株予約権の四半期連結会計期間末残高 　21,320千円

  (注)権利行使期間の初日が到来しておりません。

 

４．配当に関する事項

(1)配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年10月28日

定時株主総会
普通株式 70,087 5.0平成20年７月31日平成20年10月29日利益剰余金

 

(2)基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発

生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　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

  当社は、平成20年10月28日開催の定時株主総会の決議に基づき、普通株式に係る配当を実施いたしました。

この結果、当第１四半期連結会計期間において利益剰余金が70,087千円減少し、当第１四半期連結会計期間

末において利益剰余金が2,060,124千円となっております。 
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　　　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年８月１日　至　平成20年10月31日）

 
家庭用ゲーム
関連事業
（千円）

業務用ゲーム
関連事業
（千円）

アミューズメ
ント施設関連
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 3,399,955604,2022,437,0526,441,210 － 6,441,210

(2）

 

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 19,453 － 19,453(19,453) －

 計 3,399,955623,6562,437,0526,460,663 (19,453)6,441,210

 営業利益（損失） 808,964(471,276)216,071553,759(191,347)362,412

  （注）１．事業区分の方法

            事業の区分は、内部管理上採用している区分であり、具体的には下記のとおりであります

　　　(1)家庭用ゲーム関連事業………家庭用ゲームソフトの開発・販売、オンラインゲームパブリッシング

      (2)業務用ゲーム関連事業………業務用ゲーム機器の開発・製造・販売

　　　(3)アミューズメント施設関連事業………アミューズメント施設の開発・運営

 

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年８月１日　至　平成20年10月31日）

 
日本
（千円）

北米
（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 5,343,3491,097,8606,441,210 － 6,441,210

(2）

　

セグメント間の内部売上高又は

振替高
14,996 1,597 16,594 (16,594) －

 計 5,358,3451,099,4586,457,804(16,594)6,441,210

 営業利益 512,864 61,547 574,411(211,999)362,412

  （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

        ２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

            北　米………………米　国

 

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年８月１日　至　平成20年10月31日）

 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 989,347 115,512 1,104,860

Ⅱ　連結売上高（千円）   6,441,210

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
15.36 1.79 17.15

  （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

        ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

           (1)北　米………………米　国

           (2)その他の地域………アジア、ヨーロッパ

        ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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（有価証券関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年10月31日）

　その他有価証券で時価のあるものが、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日

に比べて著しい変動が認められます。

 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 119,385 106,730 △12,654

(2）その他 24,446 24,446 －

合計 143,832 131,177 △12,654

（注）その他有価証券で時価のあるもののうち、減損処理をおこなった金額は113,602千円であり、取得原価には減

損処理後の金額を記載しています。なお、時価のある株式については、原則として第１四半期連結決算日の時

価が取得価額に比べて50％以上下落した銘柄についてはすべて、30％以上50％未満下落した銘柄については

回復可能性があると認められるものを除き、減損処理をおこなうこととしております。

 

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年８月１日　至　平成20年10月31日）

１．ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費　852千円

 

２．当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 平成20年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

当社取締役         ４名

当社監査役         １名

当社従業員        279名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　　　396,300株

付与日 平成20年10月23日

権利確定条件

・権利行使時において当社の取締役、監査役及び従業員で

あることを要す。

・新株予約権の質入れその他の処分及び相続は認めない。

・その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決

議に基づき、当社と新株予約権者との間で定めるところに

よる。

対象勤務期間  平成20年10月23日から平成22年10月22日

権利行使期間 平成22年10月23日から平成24年10月31日

権利行使価格（円）  552円

付与日における公正な評価単価（円）  53.8円

　（注）株式数に換算して記載しております。 

 

（企業結合等関係）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年10月31日）

前連結会計年度末
（平成20年７月31日）

１株当たり純資産額 800.37円 １株当たり純資産額 799.79円

 

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年８月１日
至　平成20年10月31日）

１株当たり四半期純利益金額 4.28円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。    
 

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年８月１日
至　平成20年10月31日）

四半期純利益（千円） 59,927

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 59,927

期中平均株式数（株） 14,017,468

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結

会計年度末から重要な変動があったものの概要

平成17年６月28日定時株主総会決議ストックオプション

（新株予約権）

普通株式　413,000株

平成19年10月30日定時株主総会決議ストックオプション

（新株予約権）

普通株式　396,300株

　なお、概要は第４提出会社の状況、１株式等の状況、(2)新

株予約権等の状況に記載のとおりであります。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 

 

（リース取引関係）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社アトラス(E02451)

四半期報告書

25/26



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成20年12月15日

株式会社アトラス

取締役会　御中
 

優  成  監  査  法  人

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 加  藤　義  孝　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 狐  塚　利  光　　印

 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アトラ

スの平成20年８月１日から平成21年７月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年８月１日から平

成20年10月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的

手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アトラス及び連結子会社の平成20年10月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

追記情報

　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の通り、会社は当第１四半期連結会計期間より

棚卸資産の評価に関する会計基準を適用している。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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