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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３四半期連結
累計期間

第24期
第３四半期連結
会計期間

第23期

会計期間
自平成20年８月１日
至平成21年４月30日

自平成21年２月１日
至平成21年４月30日

自平成19年８月１日
至平成20年７月31日

売上高（千円） 15,172,129 4,009,434    23,305,923

経常利益（千円） 443,231 92,066   1,636,787

四半期純損失（△）又は当期純利益

（千円）
△2,483,384 △340,637     587,113

純資産額（千円） － 8,911,067    11,354,954

総資産額（千円） － 14,076,706    21,013,068

１株当たり純資産額（円） － 616.98     799.79

１株当たり四半期純損失金額（△）又は

１株当たり当期純利益金額（円）
△177.16 △24.30     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（％） － 61.4     53.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
809,478 －     1,620,879

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△120,409 － △2,984,916

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,735,170 －     718,130

現金及び現金同等物の四半期末（期末）

残高（千円）
－ 2,111,543     3,203,913

従業員数（人） － 393     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．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、第23期は希薄化効果を有している潜在

株式が存在しないため、第24期第３四半期連結累計期間及び第24期第３四半期連結会計期間は潜在株式は

存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループは、株式会社アトラス（当社）、株式会社インデックス・ホール

ディングス（親会社）及び子会社４社、関連会社１社により構成されております。

　当社グループは、平成21年３月末をもって、業務用ゲーム機器の開発・製造・販売・保守、レンタル等を行っており

ました業務用ゲーム関連事業から撤退いたしました。

　なお、主要な関係会社における異動はありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第３四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。

　重要な関係会社の株式会社アトムは、債務超過会社であり、当第３四半期会計期間末における債務超過額は13億90百

万円であります。

 

４【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

 平成21年４月30日現在

従業員数（人） 393 (806)

　（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３四半期連結会計期

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21年４月30日現在

従業員数（人） 281 (790)

　（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３四半期会計期間の

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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日）

家庭用ゲーム関連事業（千円） 951,129

業務用ゲーム関連事業（千円） 42,759

合計（千円） 993,888

　（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３四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
当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日）

家庭用ゲーム関連事業（千円） 757,191

合計（千円） 757,191

　（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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日）

家庭用ゲーム関連事業（千円） 1,690,958

業務用ゲーム関連事業（千円） 295,051

アミューズメント施設関連事業（千円） 2,023,423

合計（千円） 4,009,434

　（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３四半期連結会計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日）

販売高(千円) 割合(％)
㈱コナミデジタルエンタテイメント 647,251 16.1

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等行われておりません。
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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月に策定した新たな中期経営計画のもと、平成23年７月期までにアミューズメント関連

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。当連結会計年度では、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。特に家庭

用ゲーム関連事業につきましては、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。

　当第３四半期連結会計期間では、家庭用ゲーム関連事業につきましては堅調に推移いたしましたが、厳しい環境下に

あります業務用ゲーム関連事業及びアミューズメント施設関連事業は、昨年秋以降、引き続き苦戦を強いられました。

そのため、平成21年２月６日に発表のとおり、業務用ゲーム関連事業については、今後の事業環境や建て直し策及び成

長可能性を検討いたしましたが、当連結会計年度における営業損失は免れず、また今後、業務用ゲーム関連事業が黒字

転換し、収益を確保できる可能性が乏しいとの判断に至ったことから、平成21年３月末をもって、業務用ゲーム関連事

業を廃止いたしました。

　この結果、当第３四半期連結会計期間の連結業績につきましては、売上高は40億９百万円、営業利益は89百万円、経常

利益は92百万円、四半期純損失は３億40百万円となりました。

 

当第３四半期連結会計期間の事業の種類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、「ペルソナ」（PSP）など

を発売し、計画を上回る好調な販売実績をあげました。一方、北米市場では、「TrackMania」（DS）などを発売しまし

たが、消費低迷の影響もあり、計画を下回る結果となりました。

　また、オンラインゲーム事業では、連結子会社である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－」、「夢世界 －武林外伝－」、「Legend of CHUSEN －誅仙－」が引き続き堅

調に推移したものの、新規タイトルの課金開始の遅れなどから若干計画を下回る結果となりました。

　さらに、平成21年２月24日に発表のとおり米国連結子会社であるAtlus U.S.A.,Inc.において、新たにオンライン

ゲーム事業に参入することを決定いたしましたが、当事業の先行投資などが、利益を押し下げる要因となりました。

　この結果、当第３四半期連結会計期間における当分野の売上高は16億90百万円、営業利益は３億７百万円となりまし

た。

 

（業務用ゲーム関連事業）

　当分野につきましては、厳しい環境の下、プライズ機やカードゲーム機のカード等の消耗品の販売などに努めてまい

りましたが、引き続き苦戦を強いられる状況となりました。

　そのため、上述のとおり平成21年３月末をもって当事業を廃止いたしました。

　なお、カードゲーム機のカードの販売など一部消耗品の販売につきましては、今後も継続して行っており、堅調な推

移を見せております。

　この結果、当第３四半期連結会計期間における当分野の売上高は３億９百万円、営業利益は１億円となりました。 

 

（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る中、収益確保に向けた運営の効率化を目指しマシン投資や運営コス

トの徹底的な見直しに注力してまいりました。

　しかしながら、ロードサイド型単独店を中心に、既存店売上高が前年同期比88.5％になるなど、大変苦戦を強いられ

る結果となりました。

　この結果、当第３四半期連結会計期間における当分野の売上高は20億23百万円、営業損失は１億19百万円となりまし

た。
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当第３四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、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

ンラインゲーム事業は、計画を若干下回る状況で推移したものの、当社パッケージソフト販売は堅調に推移いたしま

した。

　一方、業務用ゲーム関連事業及びアミューズメント施設関連事業は大変苦戦を強いられる結果となり、業務用ゲーム

関連事業については、平成21年３月末をもって事業を廃止いたしました。

　この結果、当第３四半期連結会計期間における当分野の売上高は38億27百万円、営業利益は４億20百万円となりまし

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

が計画を若干下回る状況で低調に推移いたしました。

　また、新たに参入するオンラインゲームの先行投資などが、利益面での押し下げ要因となりました。

　この結果、当第３四半期連結会計期間における当分野の売上高は２億28百万円、営業損失は１億35百万円となりまし

た。　

 

(2) 財政状態

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ69億36百万円減少（前連結会計年度末比

33.0％減）し、140億76百万円となりました。主な要因としましては、売掛金の決済による減少（18億45百万円　前連結

会計年度末比19億55百万円減）、業務用ゲーム関連事業の撤退に伴うたな卸資産の評価損による減少（13億17百万円

　前連結会計年度末比13億67百万円減）、短期貸付金の回収による減少（-百万円　前連結会計年度末比８億51百万円

減）、及びのれんの減損に伴う減少（４億53百万円　前連結会計年度末比３億91百万円減）等が挙げられます。

　また、負債合計は、前連結会計年度末に比し44億92百万円減少（前連結会計年度末比46.5％減）し、51億65百万円と

なりました。その主な要因は、買掛金の決済による減少（４億82百万円 前連結会計年度末比21億39百万円減）、短期

借入金の返済による減少（-百万円 前連結会計年度末比11億円減）及び長期借入金の返済による減少（14億50百万

円 前連結会計年度末比５億41百万円減）によるものであります。

　純資産につきましては、四半期純損失の計上により利益剰余金が減少（△４億83百万円　前連結会計年度末比25億49

百万円減）したため、前連結会計年度末に比し24億43百万円減少（前連結会計年度末比21.5％減）し、89億11百万円

となりました。 

　なお、自己資本比率は61.4％となっております。 

 

(3) キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の期末残高は、第２四半期連結

会計期間末と比較して４億19百万円減少し、21億11百万円となりました。

　なお、各キャッシュ・フローの状況及び要因等は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、32百万円の資金の支出となりました。

　主な要因としましては、税金等調整前四半期純損失が３億円計上された一方で非現金支出費用・損失（減損損失 

２億63百万円、店舗閉鎖損失引当金繰入額 ２億13百万円等）の計上があったものの、仕入債務の支払額（△６億45

百万円）が売上債権の回収額（２億34百万円）を上回ったこと等が挙げられます。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、１億81百万円の資金の支出となりま

した。

　主な要因としましては、有形・無形固定資産の取得による支出（△１億99百万円）及び有価証券の取得による支

出（△90百万円）等が挙げられます。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期及び長期借入金を返済したこと

（△３億29百万円）等により、２億２百万円の資金の支出となりました。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結会計期間において事業上及び財務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。

 

(5) 研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1) 主要な設備の状況

当第３四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３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の売却等の計画は次のとおりであります。

事業所名 所在地 設備の内容 撤退予定時期

前事業年度末

帳簿価額

（百万円）

ゲームパニック佐野 栃木県佐野市
アミューズメント施設運営

設備    
平成21年６月 101

ゲームガレージ新潟赤道 新潟県新潟市
アミューズメント施設運営

設備
平成21年７月  61

アミュー東戸塚 神奈川県横浜市
アミューズメント施設運営

設備  　
平成21年８月  21
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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３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成21年４月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成21年６月12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 
単元株式数は100株で

あります。

計 14,017,783 14,017,783 － －
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(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３四半期会計期間末現在
（平成21年４月30日）

新株予約権の数（個） 3,691

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） 369,100

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（円）

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  －

 

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３四半期会計期間末現在
（平成21年４月30日）

新株予約権の数（個） 3,607

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)１ 360,700

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（円）

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
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(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。

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。

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

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。

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
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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。 

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。

 

(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21年２月１日～

平成21年４月30日
－ 14,017,783 － 8,450,002 － 1,186,493

 

 

(5)【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四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。
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(6)【議決権の状況】

　当第３四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21年１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21年１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　14,015,900  140,159 －

単元未満株式 普通株式　     1,583 － －

発行済株式総数  14,017,783 － －

総株主の議決権 － 140,159 －

（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、証券保管振替機構名義の株式が1,300株（議決権13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21年１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

（注）当第３四半期会計期間末日現在における自己株式数は414株であります。

 

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 11月 12月
平成21年
１月

２月 ３月 ４月

最高（円） 675 599 490 425 420 445 419 379 428

最低（円） 579 452 300 371 380 390 370 349 364

（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３四半期連結会計期間（平成21年２月１日から

平成21年４月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年８月１日から平成21年４月30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。
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年４月30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 2,111,543 3,203,913

受取手形及び売掛金 1,969,538 4,312,196

有価証券 97,530 －

商品 118,182 235,634

製品 43,365 1,121,262

仕掛品 1,042,730 1,195,504

貯蔵品 113,646 133,070

短期貸付金 － ※2
 851,440

繰延税金資産 62,150 74,022

その他 742,943 522,878

貸倒引当金 △46,227 △27,950

流動資産合計 6,255,403 11,621,971

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,437,326 4,377,494

機械装置及び運搬具 19,439 12,899

工具、器具及び備品 7,873,323 7,610,983

土地 207,633 207,633

リース資産 126,411 －

建設仮勘定 13,182 48,991

減価償却累計額 △8,595,455 △7,746,483

減損損失累計額 △697,852 △357,139

有形固定資産合計 3,384,008 4,154,379

無形固定資産

のれん 453,004 844,230

その他 128,689 334,068

無形固定資産合計 581,694 1,178,299

投資その他の資産

敷金及び保証金 3,040,809 3,178,351

その他 1,689,891 1,780,761

貸倒引当金 △875,100 △900,695

投資その他の資産合計 3,855,600 4,058,418

固定資産合計 7,821,303 9,391,096

資産合計 14,076,706 21,013,068
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年４月30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 665,171 3,361,099

短期借入金 － 1,100,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1
 722,000 722,000

未払法人税等 158,811 123,186

賞与引当金 84,650 251,994

店舗閉鎖損失引当金 213,779 －

売上割戻引当金 45,584 74,066

その他 1,166,186 1,378,200

流動負債合計 3,056,185 7,010,548

固定負債

長期借入金 ※1
 1,450,000 1,991,500

役員退職慰労引当金 1,230 1,230

その他 658,224 654,835

固定負債合計 2,109,454 2,647,565

負債合計 5,165,639 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 △483,187 2,065,835

自己株式 △245 △205

株主資本合計 9,153,062 11,702,125

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △284 △44,111

為替換算調整勘定 △504,321 △447,020

評価・換算差額等合計 △504,606 △491,132

新株予約権 36,377 －

少数株主持分 226,234 143,961

純資産合計 8,911,067 11,354,954

負債純資産合計 14,076,706 21,013,068
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（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）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年８月１日
　至　平成21年４月30日)

売上高 15,172,129

売上原価 10,927,085

売上総利益 4,245,044

販売費及び一般管理費 ※
 3,722,527

営業利益 522,516

営業外収益

受取利息 21,806

受取配当金 3,660

受取家賃 24,311

その他 22,884

営業外収益合計 72,663

営業外費用

支払利息 36,417

為替差損 77,184

その他 38,346

営業外費用合計 151,948

経常利益 443,231

特別利益

投資有価証券売却益 85,490

賞与引当金戻入額 10,318

その他 8,651

特別利益合計 104,460

特別損失

固定資産除却損 148,024

たな卸資産評価損 11,436

投資有価証券評価損 118,564

減損損失 732,547

事業撤退損 1,432,466

店舗閉鎖損失引当金繰入額 213,779

その他 110,980

特別損失合計 2,767,799

税金等調整前四半期純損失（△） △2,220,107

法人税、住民税及び事業税 209,133

法人税等調整額 5,091

法人税等合計 214,224

少数株主利益 49,052

四半期純損失（△） △2,483,384
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年２月１日
　至　平成21年４月30日)

売上高 4,009,434

売上原価 2,899,675

売上総利益 1,109,758

販売費及び一般管理費 ※
 1,020,427

営業利益 89,331

営業外収益

受取利息 3,272

受取家賃 9,929

為替差益 26,482

その他 3,042

営業外収益合計 42,727

営業外費用

支払利息 11,660

たな卸資産評価損 26,200

その他 2,131

営業外費用合計 39,992

経常利益 92,066

特別利益

投資有価証券評価損戻入益 15,492

その他 2,310

特別利益合計 17,802

特別損失

減損損失 263,803

事業撤退損 △71,553

店舗閉鎖損失引当金繰入額 213,779

その他 4,286

特別損失合計 410,315

税金等調整前四半期純損失（△） △300,446

法人税、住民税及び事業税 23,122

法人税等調整額 159

法人税等合計 23,281

少数株主利益 16,909

四半期純損失（△） △340,637
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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３四半期連結累計期間
(自　平成20年８月１日
　至　平成21年４月30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（△） △2,220,107

減価償却費 1,293,343

減損損失 732,547

のれん償却額 160,642

貸倒引当金の増減額（△は減少） 94,453

賞与引当金の増減額（△は減少） △167,249

売上割戻引当金の増減額（△は減少） △23,022

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 213,779

受取利息及び受取配当金 △25,466

支払利息及び社債利息 36,417

たな卸資産評価損 11,436

投資有価証券売却損益（△は益） △85,490

投資有価証券評価損益（△は益） 118,564

投資事業組合投資損益（△は益） 1,388

固定資産売却損益（△は益） 616

固定資産除却損 148,024

事業撤退損失 1,432,466

為替差損益（△は益） 4,249

売上債権の増減額（△は増加） 2,252,558

たな卸資産の増減額（△は増加） △52,285

仕入債務の増減額（△は減少） △2,516,584

未払消費税等の増減額（△は減少） 104,485

その他の資産の増減額（△は増加） △31,907

その他の負債の増減額（△は減少） △404,577

小計 1,078,283

利息及び配当金の受取額 29,664

利息の支払額 △36,465

法人税等の支払額 △262,003

営業活動によるキャッシュ・フロー 809,478
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年８月１日
　至　平成21年４月30日)

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 △162,307

有価証券の売却による収入 69,447

有形固定資産の取得による支出 △893,198

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 △78,190

投資有価証券の取得による支出 △428,958

投資有価証券の売却による収入 497,618

貸付けによる支出 △109,000

貸付金の回収による収入 980,145

その他の支出 △38,529

その他の収入 31,012

投資活動によるキャッシュ・フロー △120,409

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 148,815

短期借入金の返済による支出 △1,248,815

長期借入金の返済による支出 △541,500

自己株式の取得による支出 △39

その他の支出 △93,630

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,735,170

現金及び現金同等物に係る換算差額 △46,267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,092,369

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 ※
 2,111,543
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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３四半期連結累計期間
（自　平成20年８月１日
至　平成21年４月30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、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、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、これにより従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業

利益及び経常利益は63,642千円それぞれ減少し、税金等調整前四半期純損失は75,079千

円増加しております。

 

 (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、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。 

　なお、これにより従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業

利益は10,838千円、経常利益は8,877千円それぞれ増加し、税金等調整前四半期純損失は

8,877千円減少しております。 

 

(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 

  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。なお、この変更が損益に与える影響はありません。

 

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年８月１日
至　平成21年４月30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。
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当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年８月１日
至　平成21年４月30日）

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。

５．棚卸資産の評価方法 　当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し第２四半期

連結会計期間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３四半期連結累計期間
（自　平成20年８月１日
至　平成21年４月30日）

税金費用の計算 　税金費用については、主として当第３四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ております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年４月30日）

前連結会計年度末
（平成20年７月31日）

※１　当社は、事業資金の効率的な調達を行うため、財務制

限条項付特定融資枠契約（シンジケート・ローン）を

締結しており、その内容は下記のとおりであります。

　　　なお、財務制限条項に抵触した場合、シンジケート団の

多数貸付人からの要請があれば、期限の利益を失い、直

ちに借入金の全額並びに利息及び精算金等を支払う義

務を負うことになっております。

　　  ㈱りそな銀行を主幹事とする

　　　平成19年８月28日付シンジケート・ローン契約

　　　　　　　─────────────

①特定融資枠契約の総額 1,710,000千円  

　　　②当第３四半期連結会計期間末残高  

 1,197,000千円  

　　　③財務制限条項

(1)　各年度の決算期及び中間期の末日における連結

の貸借対照表における純資産の部の金額を前年

同期比75％以上に維持する。

(2)　各年度の決算期及び中間期の末日における単体

の貸借対照表における純資産の部の金額を前年

同期比75％以上に維持する。

(3)　2007年７月期を除く各年度の決算期（中間期は

含まない）における連結の損益計算書に示され

る経常損益が２期連続して損失とならないよう

にする。

(4)　2007年７月期を除く各年度の決算期（中間期は

含まない）における単体の損益計算書に示され

る経常損益が２期連続して損失とならないよう

にする。

  

　　　　　　　───────────── ※２　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
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（四半期連結損益計算書関係）
 

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年８月１日
至　平成21年４月30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 761,932千円

広告宣伝費 478,463 

支払手数料 419,229 

販売手数料 239,154 

地代家賃 240,925 

賞与引当金繰入額 37,368 

貸倒引当金繰入額 59,652 
　

 

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30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 252,876千円

広告宣伝費 101,355 

支払手数料 137,003 

販売手数料 1,860 

地代家賃 78,664 

賞与引当金繰入額 28,712 

貸倒引当金繰入額 35,042 
　

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年８月１日
至　平成21年４月30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21年４月30日現在）

現金及び預金勘定 2,111,543千円

現金及び現金同等物 2,111,543千円
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年４月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成20年８月１日　

至　平成21年４月30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　　　  414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 　

　提出会社　　 3,877千円

　連結子会社　32,500千円

  (注)提出会社における新株予約権は、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．株主資本の金額の著しい変動

  株主資本は、前連結会計年度末より利益剰余金が2,549,023千円減少しております。その主な要因は、平成20

年10月28日開催の定時株主総会の決議に基づく普通株式に係る配当による70,087千円の減少、及び四半期純損

失2,483,384千円の計上による減少であります。
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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３四半期連結会計期間（自　平成21年２月１日　至　平成21年４月30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 1,690,958295,0512,023,4234,009,434 － 4,009,434

(2)

 

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 14,346 － 14,346(14,346) －

 計 1,690,958309,3982,023,4234,023,780(14,346)4,009,434

 営業利益（損失） 307,033100,216(119,018)288,230(198,899)89,331

  （注）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

  

　　　当第３四半期連結累計期間（自　平成20年８月１日　至　平成21年４月30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 7,107,8201,356,4776,707,83115,172,129 － 15,172,129

(2)

 

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 49,248 － 49,248(49,248) －

 計 7,107,8201,405,7266,707,83115,221,378(49,248)15,172,129

 営業利益（損失） 1,280,173(232,766)86,2501,133,656(611,139)522,516

  （注）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
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【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年２月１日　至　平成21年４月30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 3,780,967228,4664,009,434 － 4,009,434

(2)

　

セグメント間の内部売上高又は振替

高
46,483 － 46,483(46,483) －

 計 3,827,451228,4664,055,917(46,483)4,009,434

 営業利益（損失） 420,990(135,876)285,114(195,782)89,331

  （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

 

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年８月１日　至　平成21年４月30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 13,167,0782,005,05115,172,129 － 15,172,129

(2)

　

セグメント間の内部売上高又は振替

高
83,482 42,043 125,526(125,526) －

 計 13,250,5602,047,09515,297,655(125,526)15,172,129

 営業利益（損失） 1,157,256(23,312)1,133,944(611,427)522,516

  （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３四半期連結会計期間（自　平成21年２月１日　至　平成21年４月30日）

 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 174,527 13,225 187,752

Ⅱ　連結売上高（千円）   4,009,434

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
4.4 0.3 4.7

  （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。 

 

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年８月１日　至　平成21年４月30日）

 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,916,105 99,149 2,015,254

Ⅱ　連結売上高（千円）   15,172,129

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
12.6 0.7 13.3

  （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３四半期連結会計期間末（平成21年４月30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 115,730 110,775 △4,954

(2) 債権 92,860 97,530 4,670

(3) その他 23,058 23,058 －

合計 231,648 231,363 △284

（注）その他有価証券で時価のあるもののうち、当第３四半期連結累計期間に減損処理をおこなった金額は

117,564千円であり、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３四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）

ストック・オプションを付与しておりますが、四半期連結財務諸表への影響額に重要性がないため、注記を省略

しています。なお、当第３四半期連結会計期間において、ストック・オプションを付与しておりません。

 

（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３四半期連結会計期間末
（平成21年４月30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 616.98円 １株当たり純資産額 799.79円

 

２．１株当たり四半期純損失金額

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年８月１日
至　平成21年４月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日）

１株当たり四半期純損失金額(△) △177.16円 １株当たり四半期純損失金額(△) △24.30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、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

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株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

失であるため記載しておりません。

　（注）１株当たり四半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。

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年８月１日
至　平成21年４月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日）

四半期純損失(△)（千円） △2,483,384 △340,637

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損失（△）（千円） △2,483,384 △340,637

期中平均株式数（株） 14,017,461 14,017,448

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　　360,700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。

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　　360,700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。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成21年６月10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　善  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３四半期連結会計期間（平成21年２月１日か

ら平成21年４月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年８月１日から平成21年４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21年４月30日現在の財

政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連

結累計期間のキャッシュ・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。 

EDINET提出書類

株式会社アトラス(E02451)

四半期報告書

31/31


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	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
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)ライツプランの内容
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益計算書
	第３四半期連結累計期間
	第３四半期連結会計期間

	（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	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
	簡便な会計処理
	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
	注記事項
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

