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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２四半期連結
累計期間

第25期
第２四半期連結
累計期間

第24期
第２四半期連結
会計期間

第25期
第２四半期連結
会計期間

第24期

会計期間
　

自平成20年
８月１日
至平成21年
１月31日

自平成21年
８月１日
至平成22年
１月31日

自平成20年
11月１日
至平成21年
１月31日

自平成21年
11月１日
至平成22年
１月31日

自平成20年
８月１日
至平成21年
７月31日

売上高 (千円) 11,162,6958,148,9724,721,4853,699,64819,242,816

経常利益 (千円) 351,164 682,065 41,611 305,491 516,973

四半期純利益又は四半期

（当期）純損失（△）
(千円) △2,142,747487,838△2,202,67576,056△2,397,219

純資産額 (千円) － － 9,142,2449,486,9268,980,160

総資産額 (千円) － － 15,126,54912,741,44613,967,315

１株当たり純資産額 (円) － － 634.73 652.75 621.14

１株当たり四半期純利益金

額又は１株当たり四半期

(当期)純損失金額(△)

　

　

(千円)

△152.86 34.80 △157.14 5.43 △171.02

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 (％) － － 58.8 71.8 62.3

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 841,628 691,150 － － 1,585,309

投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 61,2042,213,209 － － △79,669

財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △1,532,474△2,158,359 － － △2,010,363

現金及び現金同等物の四

半期末（期末）残高
(千円) － － 2,530,8923,391,8842,649,828

従業員数 (人) － － 393 398 380

（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、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ない、または１株当たり四半期（当期）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２四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10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12月において、アミューズメント施設関連事業を会社分割し、新設会社へ承継させるとと

もに、発行済み株式の86.0％を譲渡しております。

　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２四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２四半期会計期間末における債務超過額は15億４

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22年１月31日現在

従業員数（人）     398 (60)

　（注）１．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２四半期連結会

計期間の平均人員を外数で記載しております。

　２．当第２四半期連結会計期間において、従業員数が105名減少しておりますが、主に、平成21年12月にアミューズ

メント施設関連事業の分社化により新設会社へ転籍したことによるものであります。

　     

（2）提出会社の状況

 平成22年１月31日現在

従業員数（人） 160 (43)

　（注）１．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２四半期会計期

間の平均人員を外数で記載しております。 

　２．当第２四半期会計期間において、従業員が105名減少しておりますが、主に、平成21年12月にアミューズメント

施設関連事業の分社化により新設会社へ転籍したことによるものであります。
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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２四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２四半期連結会計期間
（自　平成21年11月１日
至　平成22年１月31日）

　
前年同四半期比
（％）　　

家庭用ゲーム関連事業（千円） 1,242,709 △25.8

業務用ゲーム関連事業（千円） － －

合計（千円） 1,242,709 △37.6

　（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．前連結会計年度に業務用ゲーム関連事業から撤退しており、当第２四半期連結会計期間の生産実績はあり

ません。
 

（2）受注状況

当第２四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
前年同四半期比

（％）

家庭用ゲーム関連事業（千円） 255,961 △25.1

合計（千円） 255,961 △25.1

　（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２四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２四半期連結会計期間
（自　平成21年11月１日
至　平成22年１月31日）

　
前年同四半期比
（％）　　

　

家庭用ゲーム関連事業        （千円） 3,192,580 58.3

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） 507,067 △77.4

合計（千円） 3,699,648 △21.6

　（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
前第２四半期連結会計期間 当第２四半期連結会計期間
販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

㈱コナミデジタルエンタテイメント 1,276,63227.0 － －
GAMESTOP,INC. － － 443,059 12.0

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．前連結会計年度に業務用ゲーム関連事業から撤退しており、当第２四半期連結会計期間の販売実績はあり

ません。　

 

２【事業等のリスク】

　当第２四半期連結会計期間における、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の変動等の詳細につきまし

ては、「第一部　企業情報　第２　事業の状況　４ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載の

とおりであります。　

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四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または締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）業績の状況

　当社グループは、平成22年７月期に取り組むべき課題として、強力なIP（Intellectual Property：知的財産）を確

立し、将来的に業界10位内メーカーとして安定したポジションを築くことを目標に、家庭用ゲーム関連事業への重点

注力および経営資源の重点投資を推し進めております。

　平成20年９月に策定した中期経営計画においては、平成23年７月期までの３ヵ年において、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まいりましたが、アミューズメント市場の急速な市況悪化もあり、計画よりも前倒しで圧縮

を進めました。

　その結果、主な事業の柱であった３事業（家庭用ゲーム関連事業、業務用ゲーム関連事業、アミューズメント施設関

連事業）のうち、業務用ゲーム関連事業については平成21年３月末をもって事業廃止、アミューズメント施設関連事

業については平成21年12月１日付で新設分割による分社化及び株式譲渡（新設会社の86.0％）を行い、おおよそア

ミューズメント関連資産については圧縮が完了いたしました。

また、平成21年10月30日に株式会社ロッソインデックス（旧社名 株式会社ゴンゾロッソ）の株式（54.6％）を取

得し、子会社化いたしました。

　当第２四半期連結会計期間の業績につきましては、家庭用ゲーム関連事業において、オンラインゲーム事業は市場の

伸び悩み等により苦戦を強いられましたが、パッケージソフト事業は、国内及び海外共に好調に推移いたしました。特

に北米市場において、新作ゲームソフト「Demon's Souls」（PS3）、「101 in 1 Party Megamix」（ Wii）の２タイ

トルにつきましては、売上及び利益に大きく寄与いたしました。なお、上述のとおりアミューズメント関連事業は分社

化により平成21年11月までの１ヵ月間の業績反映となっております。

　この結果、売上高36億99百万円（前年同期比21.6％減）、営業利益は３億24百万円（前年同期比358.2％増）、経常利

益は３億５百万円（前年同期比634.2％増）、四半期純利益は76百万円（前年同期は22億２百万円の四半期純損失）

となりました。

  

当第２四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）

　当分野につきましては、オンラインゲーム事業は市場が伸び悩む中、苦戦を強いられる結果となりました。一方、パッ

ケージソフト事業につきましては、国内及び北米市場共に好調に推移いたしました。

　特に、北米市場において、「Demon's Souls」（PS3）、「101 in 1 Party Megamix」（Wii）の２タイトルが計画を大

幅に上回り、売上高及び利益に大きく寄与いたしました。

　この結果、当分野の売上高は31億94百万円（前年同期比58.4％増）、営業利益５億93百万円（前年同期比261.7％

増）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、一昨年の秋以降、引き続き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も厳しい状況が続き、大変苦戦を強いられました。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

益確保に努めてまいりました。

　この結果、当分野の売上高は５億７百万円（前年同期比77.4％減）、営業損失１億６百万円（前年同期は10百万円の

営業損失）となりました。

　なお、当事業におきましては、平成21年12月１日付けで新設分割により分社化し、同日付けで新設会社の株式の

86.0％を中小企業レジャー機構株式会社へ譲渡いたしました。

　よって、当第２四半期連結会計期間における業績への影響は、平成21年11月までの１ヵ月間となっております。

　 

当第２四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、アミューズメント施設関連事業の分社化及び株式譲渡により、当第２四半期連結会計期間にお

ける業績反映が、平成21年11月までの１ヵ月間であったこと、及び家庭用ゲーム関連事業において、オンラインゲーム

事業が苦戦した結果、当該地域における売上高は22億18百万円（前年同期比45.4％減）、営業利益は１億44百万円

（前年同期比35.2％減）となりました。
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（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

売が好調に推移し、売上高13億75百万円（前年同期比91.3％増）、営業利益３億46百万円（前年同期比578.5％増）と

なりました。

　 

（2）財政状態

　当第２四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12億25百万円減少（前連結会計年度末比

8.8％減）し、127億41百万円となりました。主な要因としましては、当連結会計年度より株式会社ロッソインデックス

（旧社名　株式会社ゴンゾロッソ）及び同社子会社を新たに連結したことにより同社グループに係る総資産分が増加

（連結修正前総資産　12億40百万円）した一方で、当社におけるアミューズメント施設関連事業の分社化により、当該

施設に係る固定資産が減少（有形固定資産合計額４億19百万円　前連結会計年度末比△25億49百万円減、敷金及び保

証金　５億３百万円　前連結会計年度末比22億93百万円減）したこと等が挙げられます。

　また、負債合計は、前連結会計年度末に比し17億32百万円減少（前連結会計年度末比34.7％減）し、32億54百万円と

なりました。主な要因としましては、アミューズメント施設関連事業の分社化及び同社株式譲渡に伴い、当該施設の新

設・運営資金として調達した借入金を返済したことにより長期借入金が減少（１年内返済予定の長期借入金及び長

期借入金　１億77百万円　前連結会計年度末比17億39百万円減）したこと等が挙げられます。

　純資産は、業績が順調に推移し、四半期純利益を計上（４億87百万円）したことによる利益剰余金の増加（90百万円

　前連結会計年度末比４億87百万円増）、及び少数株主持分の増加（２億96百万円　前連結会計年度末比63百万円増）

により、前連結会計年度末に比し５億６百万円増加し94億86百万円となりました。

　なお、自己資本比率は71.8％となっております。

 

（3）キャッシュ・フローの状況

　当第２四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。）の四半期末残高は、第１四半期

連結会計期間末と比較して５億80百万円減少し、33億91百万円となりました。

　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２四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、前年同期と比較して１億７百万円減

少の８億９百万円の資金の獲得となりました。

　主な要因としましては、売上債権の回収額が減少（８億15百万円　前年同期比５億73百万円減）したものの、税金

等調整前四半期純利益の計上（１億73百万円　前年同期は21億17百万円の税金等調整前四半期純損失）、及び仕入

債務の決済額の減少（△２億59百万円　前年同期比１億13百万円増）等があったことによっております。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四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、前年同期と比較して５億26百万円増

加し、５億57百万円の資金の獲得となりました。

　主な要因としましては、貸付金に係る収支が減少（△６億99百万円　前年同期比７億５百万円減）があったもの

の、アミューズメント施設関連事業の分社化及び同社株式譲渡による売却収入（16億64百万円）が大幅に上回った

こと等が挙げられます。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四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、前年同期と比較して８億67百万円減

少し、19億49百万円の資金の支出となりました。

　主な要因としましては、短期及び長期借入金の返済による支出額が増加（△19億34百万円　前年同期比８億53百万

円減）したこと等によるものであります。

 

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四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２四半期連結会計期間において、アミューズメント施設関連事業を会社分割（新設分割）により新たに設立

される会社へ承継させました。この会社分割により承継した設備の状況は以下のとおりです。

承継会社名
（主な所在地）

設備の内容
　帳簿価額（千円）　

従業員数(人)
外(臨時従業員)

建物及び構
築物

機械装置及
び運搬具

工具、器具
及び備品

土地
（面積㎡）

ソフトウェア 合計

株式会社NEWS

(東京都墨田区)

アミューズメント

施設運営及び管理
1,067,726 2531,304,289　　

140,000

(519.0)　
19,2732,531,543

105

(640)　

　

（2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四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２四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成22年１月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成22年３月16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 － －

　

 

（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２四半期会計期間末現在
（平成22年１月31日）

新株予約権の数（個） 2,452

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） 245,200

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

資本組入額　　394

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２四半期会計期間末現在
（平成22年１月31日）

新株予約権の数（個） 2,393

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)１ 239,300

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（円）

発行価格　　　552

資本組入額　　276

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。
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　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

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。
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（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11月１日

～平成22年１月31日
－ 14,017,783 － 8,450,002 － 1,186,493

 

（5）【大株主の状況】

平成22年１月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（百株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社インデックス・

ホールディングス
東京都世田谷区太子堂四丁目１番１号   87,254 62.24

バンク　オブ　ニューヨーク　ジー

シーエム　クライアント　アカウン

ト　ジェイピーアールデイ　アイエ

スジー　エフイー－エイシー

東京都千代田区丸の内二丁目７番１号

常任代理人　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　
9,930 7.08

ドイチェ　バンク　アーゲー　ロンド
ン　ピービー　ノントリティー　クラ
イアンツ　６１３

東京都千代田区永田町二丁目１１番１号

山王パークタワー

常任代理人　ドイツ証券株式会社　

3,686 2.62

中央三井信託銀行株式会社

東京都中央区晴海一丁目８番11号

常任代理人　日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社 

2,500 1.78

エイチエスビーシー　ファンド　サ

ービシィズ　クライアンツ　アカウ

ント　５００　ピー

東京都中央区日本橋三丁目11番１号

常任代理人　香港上海銀行東京支店 

1,813

 

1.29

 

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町二丁目２番１号 1,300 0.92

朝日火災海上保険株式会社 東京都千代田区神田美土代町７番地 1,200 0.85

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10号 684 0.48

株式会社みずほ銀行

東京都中央区晴海一丁目８番12号　晴海アイ
ランドトリトンスクエアオフィスタワーＺ棟

常任代理人　資産管理サービス信託銀行株式
会社　

600 0.42

株式会社富士開発 広島県府中市鵜飼町38番1号 521 0.37

計 － 109,488 78.05
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（6）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22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　 　    400 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　14,015,900  140,146 －

単元未満株式 普通株式　     1,483 － －

発行済株式総数  14,017,783 － －

総株主の議決権 － 140,146 －

（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72株が含まれております。

 

②【自己株式等】

  平成22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
400 － 400 0.0

計 － 400 － 400 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21年８月 ９月 10月 11月 12月　 平成22年１月

最高（円） 520 539 520 499 445 440

最低（円） 509 511 465 415 357 361

（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。

　なお、前第２四半期連結会計期間（平成20年11月１日から平成21年１月31日まで）及び前第２四半期連結累計期

間（平成20年８月１日から平成21年１月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期

連結会計期間（平成21年11月１日から平成22年１月31日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年８月１

日から平成22年１月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則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、前第２四半期連結会計期間（平成20年11月１日から

平成21年１月31日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成20年８月１日から平成21年１月31日まで）に係る

四半期連結財務諸表については優成監査法人による四半期レビューを受け、また、当第２四半期連結会計期間（平

成21年11月１日から平成22年１月31日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年８月１日から平成22年１

月31日まで）に係る四半期連結財務諸表については清和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

13/37



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２四半期連結会計期間末
(平成22年１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21年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,391,884 2,649,828

受取手形及び売掛金 ※1
 1,843,213 1,779,876

商品及び製品 178,686 264,211

仕掛品 1,622,668 1,125,558

貯蔵品 2,299 76,692

繰延税金資産 147,221 16,922

その他 ※2
 1,826,071 986,497

貸倒引当金 △58,025 △51,167

流動資産合計 8,954,020 6,848,418

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 217,026 4,402,820

機械装置及び運搬具 15,196 16,837

工具、器具及び備品 866,881 7,372,649

土地 37,633 207,633

リース資産 135,203 130,267

建設仮勘定 8,932 －

減価償却累計額 △812,512 △8,489,743

減損損失累計額 △49,094 △671,736

有形固定資産合計 419,268 2,968,727

無形固定資産

のれん 639,189 419,923

その他 621,401 126,756

無形固定資産合計 1,260,591 546,680

投資その他の資産

その他 3,372,625 4,456,513

貸倒引当金 △1,265,059 △853,024

投資その他の資産合計 2,107,566 3,603,488

固定資産合計 3,787,426 7,118,896

資産合計 12,741,446 13,967,315
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年１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21年７月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※1
 1,032,156 921,840

短期借入金 － ※3
 10,000

1年内返済予定の長期借入金 144,800 692,000

未払法人税等 129,185 184,647

賞与引当金 101,844 144,641

売上割戻引当金 96,230 39,027

その他 1,419,314 1,143,360

流動負債合計 2,923,531 3,135,518

固定負債

長期借入金 32,400 ※3
 1,224,500

その他 298,588 627,135

固定負債合計 330,988 1,851,635

負債合計 3,254,519 4,987,154

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 90,814 △397,023

自己株式 △267 △245

株主資本合計 9,727,043 9,239,227

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △15,186 3,260

為替換算調整勘定 △562,102 △535,740

評価・換算差額等合計 △577,289 △532,480

新株予約権 40,696 40,144

少数株主持分 296,475 233,269

純資産合計 9,486,926 8,980,160

負債純資産合計 12,741,446 13,967,315
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年８月１日
　至　平成21年１月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年８月１日
　至　平成22年１月31日)

売上高 11,162,695 8,148,972

売上原価 8,027,409 5,090,492

売上総利益 3,135,285 3,058,480

販売費及び一般管理費 ※
 2,702,100

※
 2,351,924

営業利益 433,185 706,556

営業外収益

受取利息 18,533 3,697

受取配当金 3,660 1,260

受取家賃 20,925 8,868

その他 19,841 7,559

営業外収益合計 62,961 21,386

営業外費用

支払利息 24,756 16,955

為替差損 103,667 18,271

その他 16,557 10,650

営業外費用合計 144,982 45,877

経常利益 351,164 682,065

特別利益

固定資産売却益 － 5,874

投資有価証券売却益 85,128 －

賞与引当金戻入額 10,318 －

償却債権取立益 － 15,954

ポイント引当金戻入額 － 6,085

その他 8,651 18,482

特別利益合計 104,098 46,395

特別損失

固定資産除却損 143,738 11,785

たな卸資産評価損 11,436 －

投資有価証券評価損 134,057 28,441

減損損失 468,743 －

事業撤退損 1,504,019 －

貸倒引当金繰入額 － 105,303

事業再編関連損失 － 124,465

その他 112,928 18,029

特別損失合計 2,374,924 288,025

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,919,661 440,436

法人税、住民税及び事業税 186,011 56,457

法人税等調整額 4,931 △147,160

法人税等合計 190,943 △90,703

少数株主利益 32,142 43,301

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,142,747 487,838
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年11月１日
　至　平成21年１月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年11月１日
　至　平成22年１月31日)

売上高 4,721,485 3,699,648

売上原価 3,326,014 2,124,533

売上総利益 1,395,471 1,575,114

販売費及び一般管理費 ※
 1,324,698

※
 1,250,811

営業利益 70,773 324,303

営業外収益

受取利息 2,210 3,113

受取配当金 90 756

受取家賃 20,925 －

その他 14,776 1,290

営業外収益合計 38,003 5,161

営業外費用

支払利息 9,475 9,229

為替差損 55,613 7,134

その他 2,076 7,609

営業外費用合計 67,165 23,972

経常利益 41,611 305,491

特別利益

投資有価証券売却益 64,410 －

賞与引当金戻入額 14 －

償却債権取立益 － 15,954

その他 8,651 15,962

特別利益合計 73,075 31,916

特別損失

固定資産除却損 126,892 11,785

投資有価証券評価損 20,454 19,799

減損損失 468,743 －

事業撤退損 1,504,019 －

事業再編関連損失 － 124,465

その他 112,311 7,497

特別損失合計 2,232,421 163,548

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△2,117,734 173,858

法人税、住民税及び事業税 83,611 31,548

法人税等調整額 △8,964 30,212

法人税等合計 74,647 61,760

少数株主利益 10,293 36,041

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,202,675 76,056
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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）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年８月１日
　至　平成21年１月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年８月１日
　至　平成22年１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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△1,919,661 440,436

減価償却費 879,415 438,272

減損損失 468,743 －

のれん償却額 106,172 80,851

貸倒引当金の増減額（△は減少） 72,995 106,088

賞与引当金の増減額（△は減少） △98,903 △42,822

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △1,230

売上割戻引当金の増減額（△は減少） △7,897 58,565

受取利息及び受取配当金 △22,193 △4,958

支払利息及び社債利息 24,756 16,955

たな卸資産評価損 11,436 －

投資有価証券売却損益（△は益） △85,128 －

投資有価証券評価損益（△は益） 134,057 28,441

投資事業組合投資損益（△は益） 1,388 12,343

固定資産売却損益（△は益） 616 △5,533

固定資産除却損 143,738 11,785

事業撤退損失 1,504,019 －

事業再編関連損失 － 124,465

売上債権の増減額（△は増加） 2,017,809 35,172

たな卸資産の増減額（△は増加） △167,553 △202,466

仕入債務の増減額（△は減少） △1,871,154 21,436

未払消費税等の増減額（△は減少） 78,281 △138,669

その他の資産の増減額（△は増加） 27,176 △298,688

その他の負債の増減額（△は減少） △280,336 191,085

小計 1,017,778 871,531

利息及び配当金の受取額 26,416 4,958

利息の支払額 △25,154 △18,347

法人税等の支払額 △177,412 △166,992

営業活動によるキャッシュ・フロー 841,628 691,150
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年８月１日
　至　平成21年１月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年８月１日
　至　平成22年１月31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 △71,400 －

有形固定資産の取得による支出 △740,824 △461,588

有形固定資産の売却による収入 11,550 116,299

無形固定資産の取得による支出 △31,363 △291,927

投資有価証券の取得による支出 △428,806 △104,291

投資有価証券の売却による収入 496,837 4,364,200

子会社株式の取得による支出 － △14,697

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △409,138

貸付けによる支出 △109,000 △700,000

貸付金の回収による収入 978,423 667

その他の支出 △47,986 △407,326

その他の収入 3,775 121,012

投資活動によるキャッシュ・フロー 61,204 2,213,209

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 △1,100,000 △360,800

長期借入金の返済による支出 △361,000 △1,756,500

その他の支出 △71,474 △41,059

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,532,474 △2,158,359

現金及び現金同等物に係る換算差額 △43,379 △3,944

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △673,021 742,056

現金及び現金同等物の期首残高 3,203,913 2,649,828

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,530,892

※
 3,391,884
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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２四半期連結累計期間
（自　平成21年８月１日
至　平成22年１月31日）

連結の範囲に関する事項

の変更

（1）連結の範囲の変更

第１四半期連結会計期間より、株式取得により株式会社ロッソインデックス（旧社名　

株式会社ゴンゾロッソ）及び同社子会社である４社（ROSSO INDEX(M) SDN.BHD.（旧社名

　GONZO ROSSO(M) SDN.BHD.）、GOLDSKY ACCESS SDN.BHD.、GOLDSKY ACCESS

INTERNATIONAL,Inc.、Goldsky Digital Technology Ltd.）を連結の範囲に含めておりま

す。

なお、みなし取得日は平成21年10月31日としております。

（2）変更後の連結子会社の数

10社

 

【表示方法の変更】

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年11月１日
至　平成22年１月31日）

（四半期連結貸借対照表関係）

１．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する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）が適用となることに伴い、前第２四半期連結会計期間において「商品」「製品」として掲記されていた

ものは、当第２四半期連結会計期間は「商品及び製品」と一括掲記しております。なお、当第２四半期連結会計期間

に含まれる「商品」「製品」は、それぞれ63,339千円、115,346千円であります。

２．前第２四半期連結会計期間において区分掲記しておりました「敷金及び保証金」（当第２四半期連結会計期間末

503,129千円）は、重要性が低下したため、当第２四半期連結会計期間より投資その他の資産の「その他」に含めて

表示しております。

　

【簡便な会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年８月１日
至　平成22年１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２四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２四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。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年１月31日）

前連結会計年度末
（平成21年７月31日）

※１　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理しております。

　　　なお、当第２四半期連結会計期間末日が金融機関の休日

であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形

が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。 

────────

 

受取手形 775千円

支払手形 106,629千円

　

※２　親会社である株式会社インデックス・ホールディン

グスに対する貸付金残高は次のとおりです。

────────

流動資産（その他） 700,000千円 　

────────

　

※３　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当連結会計年度末残高 1,111,500千円

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。
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当第２四半期連結会計期間末
（平成22年１月31日）

前連結会計年度末
（平成21年７月31日）

 ４　偶発債務

　　（係争事件）

　　　当社が平成21年12月１日まで運営していたアミューズ

メント店舗（以下「本件施設」）の階下でパチンコ遊

技場を出店している遊技場経営会社から、本件施設内

のスプリンクラーの配管からの漏水事故（以下「本件

事故」）により損害を受けたとして、平成19年11月21

日付で、損害賠償請求訴訟（訴額220,142千円）が東京

地方裁判所に提起され、現在係争中であります。

　　　当社はこれに対し、原告が主張する損害金額の妥当性及

び本件事故の帰責性を争うほか、原告との和解も検討

しております。

　　　当社としましては、本件訴訟について、早期解決を目指

していく方針ですが、結審または和解成立に至るまで

は相当期間を要すると思われ、現時点において結果を

予測することは困難であります。

────────

　

（四半期連結損益計算書関係）
 

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年８月１日
至　平成21年１月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年８月１日
至　平成22年１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 509,055千円

広告宣伝費 377,107 

支払手数料 282,225 

販売手数料 237,294 

地代家賃 162,260 

賞与引当金繰入額 65,587 

貸倒引当金繰入額 24,609 
　

※　　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 547,645千円

広告宣伝費 395,904 

支払手数料 223,789 

販売手数料 137,342 

地代家賃 162,862 

賞与引当金繰入額 45,726 

貸倒引当金繰入額 1,447 
　

 

前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年11月１日
至　平成21年１月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年11月１日
至　平成22年１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 248,628千円

広告宣伝費 160,634 

支払手数料 89,430 

販売手数料 138,943 

地代家賃 105,879 

賞与引当金繰入額 31,486 

貸倒引当金繰入額 17,410 
　

※　　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 311,463千円

広告宣伝費 167,139 

支払手数料 138,017 

販売手数料 67,709 

地代家賃 85,096 

賞与引当金繰入額 14,859 

貸倒引当金繰入額 △4,513 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年８月１日
至　平成21年１月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年８月１日
至　平成22年１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21年１月31日現在）

※　　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22年１月31日現在）

現金及び預金勘定  2,530,892千円

現金及び現金同等物 2,530,892千円

 

現金及び預金勘定  3,391,884千円

現金及び現金同等物 3,391,884千円

 

 

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年１月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年８月１日　

至　平成22年１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　　　  472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　　 8,196千円

　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

該当事項はありません。

 

（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。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　　　前第２四半期連結会計期間（自　平成20年11月１日　至　平成21年１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 2,016,906457,2222,247,3564,721,485 － 4,721,485

（2）

 

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 15,448 － 15,448(15,448) －

 計 2,016,906472,6712,247,3564,736,934(15,448)4,721,485

 営業利益（損失） 164,175138,293(10,802)291,666(220,893)70,773

（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２四半期連結会計期間（自　平成21年11月１日　至　平成22年１月31日）

 
家庭用ゲーム関
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 3,192,580 507,0673,699,648 － 3,699,648

（2）

 

セグメント間の内部売上高又は

振替高
2,055 － 2,055 (2,055) －

 計 3,194,636 507,0673,701,703(2,055)3,699,648

 営業利益（損失） 593,836 (106,559)487,277(162,974)324,303

（注）１．事業区分の方法

製品の種類・性質、販売市場の類似性及び業態により、家庭用ゲーム関連事業、アミューズメント施設関連事

業に区分しております。なお、事業区分の方法については、前連結会計年度までは３区分としておりましたが、前

連結会計年度において、業務用ゲーム関連事業から撤退いたしましたので当連結会計年度から２区分となって

おります。

２．各事業区分の主な製品及び事業内容

　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

　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

３．セグメント別資産の著しい金額の変動

　当第２四半期連結会計期間において、アミューズメント施設関連事業を分社化し同社株式を中小企業レジャー

機構株式会社へ譲渡したことに伴い、「アミューズメント施設関連事業」の資産が前連結会計年度末に比べて

6,047,895千円減少しております。
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　　　前第２四半期連結累計期間（自　平成20年８月１日　至　平成21年１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 5,416,8611,061,4254,684,40811,162,695 － 11,162,695

（2）

 

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 34,901 － 34,901(34,901) －

 計 5,416,8611,096,3274,684,40811,197,597(34,901)11,162,695

 営業利益（損失） 973,139(332,982)205,268845,425(412,240)433,185

（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２四半期連結累計期間（自　平成21年８月１日　至　平成22年１月31日）

 
家庭用ゲーム関
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 5,843,816 2,305,1568,148,972 － 8,148,972

（2）

 

セグメント間の内部売上高又は

振替高
12,947 － 12,947(12,947) －

 計 5,856,764 2,305,1568,161,920(12,947)8,148,972

 営業利益 1,025,239 9,4641,034,704(328,147)706,556

（注）１．事業区分の方法

製品の種類・性質、販売市場の類似性及び業態により、家庭用ゲーム関連事業、アミューズメント施設関連事

業に区分しております。なお、事業区分の方法については、前連結会計年度までは３区分としておりましたが、前

連結会計年度において、業務用ゲーム関連事業から撤退いたしましたので当連結会計年度から２区分となって

おります。

２．各事業区分の主な製品及び事業内容

　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

　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・運営となっております。

３．セグメント別資産の著しい金額の変動

　当第２四半期連結累計期間において、アミューズメント施設関連事業を分社化し同社株式を中小企業レジャー

機構株式会社へ譲渡したことに伴い、「アミューズメント施設関連事業」の資産が前連結会計年度末に比べて

6,047,895千円減少しております。
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【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成20年11月１日　至　平成21年１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 4,042,761678,7244,721,485 － 4,721,485

（2）

　
セグメント間の内部売上高又は振替高 22,002 40,446 62,448(62,448) －

 計 4,064,763719,1704,783,934(62,448)4,721,485

 営業利益 223,40151,016274,418(203,645)70,773

（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２四半期連結会計期間（自　平成21年11月１日　至　平成22年１月31日）

 
日本
（千円）

北米
（千円）

その他の地域
（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 2,207,8661,375,968115,8143,699,648 － 3,699,648

（2）

　

セグメント間の内部売上高

又は振替高
10,835 － － 10,835(10,835) －

 計 2,218,7011,375,968115,8143,710,483(10,835)3,699,648

 営業利益 144,779346,12319,960510,864(186,561)324,303

  （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。

          （1）北 米………………米 国

          （2）その他の地域……マレーシア、台湾
 

前第２四半期連結累計期間（自　平成20年８月１日　至　平成21年１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 9,386,1101,776,58411,162,695 － 11,162,695

（2）

　
セグメント間の内部売上高又は振替高 36,998 42,043 79,042(79,042) －

 計 9,423,1091,818,62811,241,738(79,042)11,162,695

 営業利益 736,266112,563848,829(415,644)433,185

（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２四半期連結累計期間（自　平成21年８月１日　至　平成22年１月31日）

 
日本
（千円）

北米
（千円）

その他の地域
（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 6,108,3151,924,843115,8148,148,972 － 8,148,972

（2）

　

セグメント間の内部売上高

又は振替高
17,512 － － 17,512(17,512) －

 計 6,125,8281,924,843115,8148,166,485(17,512)8,148,972

 営業利益 680,096378,27619,9601,078,333(371,776)706,556

  （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。

          （1）北 米………………米 国

          （2）その他の地域……マレーシア、台湾 
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【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間（自　平成20年11月１日　至　平成21年１月31日）

 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 689,042 33,599 722,641

Ⅱ　連結売上高（千円）   4,721,485

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
14.6 0.7 15.3

（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。 

　

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年11月１日　至　平成22年１月31日）

 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,391,193 212,059 1,603,252

Ⅱ　連結売上高（千円）   3,699,648

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
37.6 5.7 43.3

（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。 

 

前第２四半期連結累計期間（自　平成20年８月１日　至　平成21年１月31日）

 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,741,578 85,923 1,827,501

Ⅱ　連結売上高（千円）   11,162,695

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
15.6 0.8 16.4

（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２四半期連結累計期間（自　平成21年８月１日　至　平成22年１月31日）

 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,946,420 212,834 2,159,254

Ⅱ　連結売上高（千円）   8,148,972

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
23.9 2.6 26.5

（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）

該当事項はありません。

　

（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２四半期連結会計期間（自　平成21年11月１日　至　平成22年１月31日）

１．ストック・オプションに係る当第２四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

　四半期連結財務諸表への影響額に重要性がないため、記載を省略しております。

２．当第２四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

　          当第２四半期連結会計期間においてストック・オプション等は付与しておりません。

 

（企業結合等関係）

当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年11月１日　至 平成22年１月31日）

（事業分離関係）　

１．アミューズメント施設関連事業分離

（1）分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を含む事業分離の

概要

　① 分離先企業の名称

　株式会社ＮＥＷＳ

　② 分離した事業の内容

　 アミューズメント施設の開発・運営

　③ 事業分離を行った主な理由

　　当社グループは、平成20年９月に策定した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、家庭用ゲーム関連事業に経営資源を集中させ、当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。当社グループといたしましては、一昨年の秋以降の急

速な景気の減退と個人消費の落ち込み等、昨今の事業環境を鑑み、早期に家庭用ゲーム関連事業へ経営資源を集中さ

せるべく、アミューズメント施設関連事業を分社化し同社株式のうち86.0％を中小企業レジャー機構株式会社へ譲渡

いたしました。

　④ 事業分離日

　 平成21年12月１日

　⑤ 法的形式を含む事業分離の概要

　当社を分割会社とし、新設会社である株式会社ＮＥＷＳを承継会社とする新設分割であります。

　本分割に際し、新設会社が発行する全部の株式を当社に割当交付いたしました。但し、本分割の効力発生日に当社が

所有した新設会社の株式のうち、172株（発行済株式総数の86.0％）を、同日付で中小企業レジャー機構株式会社に譲

渡いたしました。

（2）実施した会計処理の概要

　① 移転損益の金額

　 　該当事項はありません。　

　② 移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

流動資産 172,908千円

固定資産 4,969,939千円

資産合計   5,142,848千円

固定負債   537,828千円

負債合計    537,828千円

（3）四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結損益書に計上されている分離した事業に係る損益

の概算額　

　会計期間 　 　累計期間

　　 売上高 　    507,067千円 　 　2,305,156千円

　　 営業利益又は損失(△) 　    △106,559千円 　 　9,464千円
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年１月31日）

前連結会計年度末
（平成21年７月31日）

１株当たり純資産額     652.75円 １株当たり純資産額 621.14円

 

２．１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失金額等

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年８月１日
至　平成21年１月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年８月１日
至　平成22年１月31日）

１株当たり四半期純損失金額（△）  △152.86円 １株当たり四半期純利益金額  34.80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き

ましては、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又は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。

　
 

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年８月１日
至　平成21年１月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年８月１日
至　平成22年１月31日）

四半期純利益又は四半期純損失(△)（千円） △2,142,747 487,838

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又は四半期純損

失（△）（千円）
△2,142,747 487,838

期中平均株式数（株） 14,017,468 14,017,363

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　　385,700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　　　245,200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　　 　239,300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。
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前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年11月１日
至　平成21年１月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年11月１日
至　平成22年１月31日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △157.14円 １株当たり四半期純利益金額 5.43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き

ましては、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又は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。

　
 

前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年11月１日
至　平成21年１月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年11月１日
至　平成22年１月31日）

四半期純利益又は四半期純損失(△)（千円） △2,202,675 76,056

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又は四半期純損

失（△）（千円）
△2,202,675 76,056

期中平均株式数（株） 14,017,468 14,017,357

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　　385,700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　　　245,200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　　 　239,300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。
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（重要な後発事象）

当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年11月１日　至 平成22年１月31日）

（連結子会社の株式譲渡）

当社は、取締役会において、当社連結子会社である「株式会社シーアンドシーメディア」（以下、「Ｃ＆Ｃ社」といい

ます。）の株式を「Perfect World Co.,Ltd.」（本社：ケイマン諸島、以下ＰＷ社）へ売却（以下、「本件」といいま

す。）することを目的とした基本合意を締結し、今後正式な株式譲渡契約の締結に向けた協議を開始することを決議しま

した。

１．株式売却の理由

当社グループは、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。そのような状況下にお

いて、Ｃ＆Ｃ社は当社グループのオンラインゲーム事業の中核を担ってきました。しかしながら、平成21年10月に、同じく

オンラインゲーム事業を運営する株式会社ロッソインデックス（平成22年２月１日付で株式会社ゴンゾロッソから商号

変更）を連結子会社化したこともあり、当社グループのポートフォリオを見直した結果、本件を検討し、Ｃ＆Ｃ社へライ

センス許諾を行っているＰＷ社への株式売却交渉を開始しました。

２．譲渡先

Perfect World Co.,Ltd.

３．譲渡の時期

未定　

４．当該子会社（株式会社シーアンドシーメディア）の概要

(１) 商号 株式会社シーアンドシーメディア

(２) 本店所在地 東京都中央区晴海 ３-１２-１ KDX晴海ビル６F

(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長兼CEO　近石健介

(４) 主な事業内容 １．オンラインゲームパブリッシング事業

２．オンラインゲームポータルサイト「MK-STYLE」の企画、運営

３．その他コンテンツ関連事業

(５) 当社との取引内容 当社が賃借している事務所を当該会社へ転貸する転貸契約を締結しております。

５．当該子会社等の株式売却の内容

本件は、基本合意を締結したのみであり、継続して株式譲渡に向けた交渉をおこなっているため、売却する株式の数、売

却価格、売却損益及び売却後の持分比率については未定です。　　

　　

（株式交換）

当社は、平成22年２月12日開催の取締役会において、平成22年５月10日を株式交換効力発生日として、株式会社イン

デックス・ホールディングス（以下、「IndexHD 」といいます。）を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社と

する株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を行うことを決定し、株式交換契約を締結しました。なお、本株式交

換の効力発生日に先立ち、当社は株式会社ジャスダック証券取引所（以下、「ジャスダック証券取引所」といいます。）

において、上場廃止になる予定です。

１．株式交換の目的

当社は、平成20年９月に策定した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

的として、様々な施策を実行しきました。平成21年３月には業務用ゲーム関連事業を廃止し、同年12月にはアミューズメ

ント施設関連事業を分社（新設分割）のうえ、当該新設会社の株式の86.0％を譲渡するなど、当初計画を１年前倒しで

実施し、アミューズメント関連資産の圧縮を達成しました。

当社は、家庭用ゲーム市場をとりまく環境が急変する中で、強力なIP（IntellectualProperty：知的財産）を確立し、

将来的に業界10位内メーカーとして安定したポジションを構築することを目標としており、今後も家庭用ゲーム関連事

業への重点注力を推し進めていくには、単独での成長戦略を描くのではなく、これまでの関係からさらに踏み込んで

IndexHDの完全子会社となり、IndexHDの完全子会社としてシナジー効果を享受して新たな成長戦略を描くことが最良と

判断いたしました。具体的には、当社が保有する家庭用ゲームの強力なIPについて、従来ゲーム関連に限定されていた販

売チャネルを、「モバイル」・「アニメ」等IndexHDが保有する全ての販売チャネルへ新たに拡大していくこと等を検

討しております。

以上の理由により、平成22年２月12日開催の両社取締役会において、株式交換を行うことを決議し、株式交換契約を締

結いたしました。
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当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年11月１日　至 平成22年１月31日）

２．株式交換の要旨

（１）株式交換の日程

株式交換決議取締役会 両社 平成22年２月12日

株式交換契約締結 両社 平成22年２月12日

臨時株主総会基準日設定公告 両社 平成22年２月12日

臨時株主総会基準日 両社 平成22年２月28日

株式交換承認臨時株主総会 当社 平成22年４月13日（予定）

株式交換承認臨時株主総会 IndexHD 平成22年４月15日（予定）

最終売買日 当社 平成22年４月28日（予定）

上場廃止日 当社 平成22年４月30日（予定）

株式交換の予定日(効力発生日) 両社 平成22年５月10日（予定）

（２）株式交換に係る割当ての内容

会社名

株式会社インデックス

・ホールディングス

（株式交換完全親会社）

株式会社アトラス

（株式交換完全子会社）

株式交換比率 普通株式１ 普通株式0.072

株式交換により交付する株式数 普通株式：381,021 株（予定）　

（注１） 株式の割当比率

当社普通株式１株に対して、IndexHDの株式0.072株を割当て交付します。ただし、IndexHDが保有する当社株

式8,725,400 株については、株式交換による株式の割当てを行いません。

（注２） 株式交換により交付する株式数等

本株式交換によりIndexHD が当社の発行済株式の本株式交換の効力発生日の前日（以下、「基準時」といい

ます。）の当社の株主名簿に記載または記録された株主（ただし、IndexHD は除きます。）に対して、その保有

する当社の普通株式数の合計数に0.072 を乗じて得た数のIndexHD の普通株式を交付する予定です。また、本

株式交換により当社の株主に交付しなければならないIndexHDの普通株式の数に１株に満たない端数が生じた

場合には、会社法第234条の規定に従い、当該端数部分に応じた金銭の交付が行われることになります。

なお、IndexHD は、現在、自己株式8,034 株を保有しております。本株式交換に際して交付する株式のうち、本株

式交換の効力発生日時点において保有する自己株式数に相当する数の株式については、その保有する自己株式

を割当交付し、当該割当交付に不足する株式については、新株式を発行したうえで割当交付する予定です。

また、当社は、効力発生日の前日までに開催する取締役会の決議により、基準時において有するすべての自己株

式を消却する予定です。本株式交換により交付する株式数については、当社の自己株式の消却等の理由により

今後修正される可能性があります。

（３）株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等

①算定の基礎

両社は本株式交換の株式交換比率の公正性を担保するため、IndexHD はGCA を、当社はドイツ証券を第三者算定機

関としてそれぞれ選定し、株式交換比率の算定を依頼しました。GCAは、両社の普通株式それぞれについて、ジャスダッ

ク証券取引所市場に上場しており、市場株価が存在することから市場株価平均法（平成22年２月10日を基準日とし

て、算定基準日から遡る１ヶ月間、３ヶ月間及び当社が業績予想の修正を公表した翌営業日である平成22年２月２日

から平成22年２月10日までの期間の両社の株価の出来高加重平均値及び終値平均値を算定の基礎として採用）を採

用して算定を行いました。また、市場株価平均法に加え多角的に分析することが適切と考え、比較可能な上場会社が複

数あることから類似会社比較法及び将来の事業活動を反映できるDCF 法を採用して算定を行いました。各手法におけ

る算定結果は以下のとおりとなります。なお、下記の株式交換比率の算定レンジは、IndexHD の普通株式１株に対す

る、当社の普通株式の算定レンジを記載したものです。

採用手法 株式交換比率の評価レンジ

市場株価平均法 0.054 ～ 0.077

類似会社比較法 0.067 ～ 0.084

DCF 法 0.054 ～ 0.092
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当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年11月１日　至 平成22年１月31日）

GCA は、株式交換比率の算定に際して、両社から提供を受けた情報及び一般に公開された情報を用いて、株式交換比

率を算定するための分析を実施いたしました。GCA は、両社から提供を受けた情報及び一般に公開された情報等が、全

て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。

また、両社とその関係会社の資産又は負債（偶発債務を含みます。）について、各資産及び各負債の個別分析を含め、

独自に評価、鑑定又は査定を行っておりません。

ドイツ証券は、両社の普通株式それぞれについて、ジャスダック証券取引所市場に上場しており、市場株価が存在す

ることから市場株価平均法（平成22年２月10日を基準日として、算定基準日から遡る７営業日、１ヶ月間、２ヶ月間、

３ヶ月間、６ヶ月間の期間の両社の株価の出来高加重平均値を算定の基礎とした上で、当社の市場株価については株

式交換の過去事例等に基づくプレミアム分析の結果を加味したプレミアム考慮後の評価結果を採用）を用いて算定

を行いました。また、市場株価平均法に加え多角的に分析することが適切と考え、及び将来の事業活動を反映できる

DCF 法を採用して算定を行いました。なお、類似会社比較法は、IndexHDの事業内容が多業種にわたり、適切な類似会社

の選定が困難なため、採用はしておりません。

各手法における算定結果は以下のとおりとなります。なお、下記の株式交換比率の算定レンジは、IndexHD の普通株式

１株に対する、当社の普通株式の算定レンジを記載したものです。

採用手法 株式交換比率の評価レンジ

市場株価平均法 0.0650 ～ 0.0784

DCF 法 0.0691 ～ 0.1088

ドイツ証券は、株式交換比率の算定に際して、両社から提供を受けた情報及び一般に公開された情報を用いて、株式

交換比率を算定するための分析を実施いたしました。ドイツ証券は、両社から提供を受けた情報及び一般に公開され

た情報等が、全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っ

ておりません。また、両社とその関係会社の資産又は負債（偶発債務を含みます。）について、各資産及び各負債の個

別分析を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておりません。

② 算定の経緯

IndexHD はGCA による株式交換比率の算定結果を参考に、他方、当社はドイツ証券による株式交換比率の算定結果を

参考に、それぞれの株価形成状況、今後の財務状況や業績動向等を総合的に勘案し、両社で協議を重ねました。

なお、本日、IndexHD より公表された「当社の子会社であるGRENOBLE FOOT 38 SASP の株式一部譲渡に関するお知ら

せ」にあるとおり、GRENOBLE FOOT 38 SASP（以下、「グルノーブルフット38」といいます。）の持分の一部売却に関す

る情報は、本株式交換の交換比率算定の過程で使用される過去の株価に反映されておりませんが、IndexHD 及びアトラ

スは、それぞれ、自らの第三者算定機関から提示を受けた市場株価平均法による株式交換比率の算定結果に配慮しつ

つ、グルノーブルフット38の売却による業績への影響を織り込んで作成した事業計画に基づいて行ったDCF 法による

株式交換比率の算定結果と併せ、当社少数株主への配慮を含む多角的視点から慎重かつ合理的に株式交換比率の検証

を行いました。

また、当社が平成22年２月１日に公表した「当社連結子会社の株式譲渡に向けた基本合意締結に関するお知らせ」

にあるとおり、現在アトラスは連結子会社である株式会社シーアンドシーメディア（以下、「シーアンドシーメディ

ア」といいます。）の株式の売却交渉を進めており、DCF 法による株式交換比率の算定にあたっては、シーアンドシー

メディアの収益計画を控除したアトラス事業計画と現在交渉中である株式譲渡代金の現時点で想定する金額レンジを

考慮してDCF 法による株式交換比率の算定を行っております。

その結果、両社はそれぞれ、上記２（２）の株式交換比率は妥当であり、それぞれの株主の利益を損ねるものではない

との判断に至り、本日開催された両社の取締役会において決定の上、同日両社間で本株式交換契約を締結いたしまし

た。

なお、この株式交換比率は、算定の基礎となる諸条件について重大な変更が生じた場合、両社間の協議により変更さ

れることがあります。

③ 算定機関との関係

IndexHD の第三者算定機関であるGCA は、IndexHD 及び当社の関連当事者には該当せず、本株式交換に関して記載

すべき重要な利害関係を有しません。

また、アトラスの第三者算定機関であるドイツ証券は、IndexHD 及び当社の関連当事者には該当せず、本株式交換に関

して記載すべき重要な利害関係を有しません。
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当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年11月１日　至 平成22年１月31日）

３．株式交換完全親会社の概要

(１)商号
株式会社インデックス・ホールディングス

（株式交換完全親会社）　

(２)事業内容 持株会社

(３)本店所在地 東京都世田谷区太子堂四丁目１番１号　

(４)代表者の役職・氏名 代表取締役会長兼社長　落合　正美

(５)資本金の額 39,379百万円　

(６)発行済株式数 3,502,731株　（平成21年８月31日現在）

(７)純資産 17,243百万円（連結）（平成21年８月31日現在）　

(８)総資産 56,682百万円（連結）（平成21年８月31日現在）　

　
　

　

（リース取引関係）

当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年11月１日　至 平成22年１月31日）

　リース取引開始日が平成20年８月１日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について引き続き通常の賃貸

借取引に係る方法に準じて会計処理を行っており、かつ、当該取引残高が、企業再編等により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。

　

（借主側）

当社のアミューズメント施設関連事業を分社化したことにより、減少したリース取引に係る前連結会計年度末にお

ける未経過リース料残高相当額

１年以内 104,674千円

１年超 99,331千円

合　計 204,006千円

リース資産減損勘定の残高 12,001千円

　

 

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３月12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２四半期連結会計期間（平成20年11月１日か

ら平成21年１月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年８月１日から平成21年1月31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１月31日現在の財

政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連

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。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成22年３月15日

株式会社アトラス

取締役会　御中
 

清　和  監  査  法  人
 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 筧 悦生　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 藤本 亮　　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21年８月１日から平成22年７月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成21年11月１日か

ら平成22年１月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年８月１日から平成22年１月31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22年１月31日現在の財

政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連

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

１．会社は連結子会社である株式会社シーアンドシーメディアの株式を売却することを目的とした基本合意を締結し

ている。当該内容は「重要な後発事象」に記載されている。

２．会社は株式会社インデックス・ホールディングスを株式交換完全親会社、会社を株式交換完全子会社とする株式

交換を行う株式交換契約を締結している。当該内容は「重要な後発事象」に記載されている。

３．会社は遊技場経営会社から損害賠償請求訴訟を受けている。当該内容は「注記事項 四半期連結貸借対照表関係 

４偶発債務」に記載されている。

　

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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