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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 (百万円未満切捨)

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 9,274 (   16.8) 132 (△51.4) 108 (△58.2)

17年９月中間期 7,941 (　△4.0) 273 ( 274.1) 259 ( 　5.6)

18年３月期 16,730 327 285

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 △174 （　　－) △12 48 － －

17年９月中間期 △522 （　　－) △37 31 － －

18年３月期 △2,764 △197 18 － －

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 △180百万円 17年９月中間期 △95百万円 18年３月期 △211百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 14,017,650株 17年９月中間期 14,017,650株 18年３月期 14,017,650株

③会計処理の方法の変更 無
④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 17,705 11,214 63.3 800 03

17年９月中間期 18,149 13,689 75.4 976 57

18年３月期 18,162 11,495 63.3 820 10

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 14,017,650株 17年９月中間期 14,017,650株 18年３月期 14,017,650株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 551 △1,365 △137 3,441

17年９月中間期 394 △691 483 2,541

18年３月期 1,459 △1,196 1,760 4,395

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 ９社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 １社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  
連結（新規） １社 （除外） １社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 18,060 450 100

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　７円13銭
※　上記の業績予想に関する注意事項につきましては、本資料の10ページをご参照ください。
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1．企業集団の状況

当社グループは、株式会社アトラス（当社）、株式会社タカラトミー（親会社）および子会社９社、関連会社１社に

より構成されており、事業は家庭用ゲームソフトの開発・製造・販売、業務用ゲーム機器の開発・製造・販売・保守・

レンタル、アミューズメント施設の運営・開発、遊技機の販売・液晶開発を行っております。

当社グループの事業内容と当社および主要な関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。

区分 事業内容 主要な会社

家庭用ゲーム関連

事業

家庭用ゲームソフトの開発・製造・販売

出版物の販売および出版物のロイヤリティの供与

遊技機の液晶開発

米国における家庭用ゲームソフトの開発・販売

オンラインゲーム配信に関連するサービスの提供

オンラインゲームの運用

株式会社アトラス

 

Atlus U.S.A.,Inc.

株式会社シーアンドシーメディア

株式会社ＣＣＯ

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・保守・レン

タル

東南アジア地域を中心としたプリント倶楽部等の販

売ならびに直営店舗の運営

中国におけるプリント倶楽部によるデジタル映像サー

ビスの提供

合成写真に係る特許権の管理・運用

株式会社アトラス

Atlus Entertainment Pte Ltd

Atlus Shanghai Digital Image Co., Ltd.

Photostar Limited

アミューズメント

施設関連事業

直営・フランチャイズ店舗の運営・開発

遊技場および遊戯施設等の企画、設計、施工、経営

ならびにコンサルティング

株式会社アトラス

株式会社アポロ

遊技機関連事業 遊技機の販売

遊技機の企画・開発・製造

遊技機の販売

株式会社アトラス

株式会社アトム

株式会社エージーエス

※１　上記区分は「事業の種類別セグメント情報」における事業区分と同一であります。

※２　上記のほかに、Atlus U.S.A.,Inc.の持株会社であるAtlus Holding,Inc.があります。

※３　Atlus Shanghai Digital Image Co., Ltd. とAtlus (Tianjin) Electronics Co., Ltd.は、Atlus Shanghai 

Digital Image Co., Ltd. を存続会社として、2006年5月に合併いたしました。

※４　株式会社アトムは、持分法適用関連会社であります。
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　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 

玩具の製造・販売会社 

アミューズメント 
施設関連事業 

株式会社アトラス 

業務用ゲーム関連事業 家庭用ゲーム関連事業 

販売会社 

＜海外連結子会社＞ 
Atlus Entertainment  
Pte Ltd 

製
品 

オンラインゲームの関連 
サービス会社 

＜国内連結子会社＞ 
株式会社シーアンド
シーメディア 

製
作 

業務委託会社 

＜国内連結子会社＞ 
株式会社アポロ 

遊技機関連事業 

製
品 

業務委託 

＜国内連結子会社＞ 
株式会社ＣＣＯ 

開発・販売会社 

＜海外連結子会社＞ 
Atlus U.S.A.,Inc. 

持株会社 
（Atlus U.S.A.,Inc 

の持株会社） 

＜海外連結子会社＞ 
Atlus Holding,Inc. 

＜証券取引法上の親会社＞ 
株式会社タカラトミー 

製
品 

製
品 

権
利
使
用
料 

製
品 

アンテナショップ 
運営会社 

＜海外連結子会社＞ 
Atlus Shanghai 
Digital Image 
Co.,Ltd. 

特許権の管理・運用会社 

＜海外連結子会社＞ 
Photostar Limited 

特
許
権
使
用
料 

業
務
委
託 

企画・開発・製造会社 

＜国内持分法適用関連会社＞ 
株式会社アトム 

製
造 

遊技機の販売 

＜国内連結子会社＞ 
株式会社エージーエス 

販
売 
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2．経営方針

（１）経営の基本方針

当社グループは、創業以来「時代にマッチした独創的でエンターテインメント性豊かな世界の創造」を標榜し、既

成概念にとらわれない視点、感性、発想による商品・サービスにより新たな市場を拓いてまいりました。そして、将

来的に、エンターテインメントに関わる企画、開発、流通、販売、サービスを実現する「エンタメ商社」となること

を経営の基本方針としております。

当社グループは、この基本方針を追求することにより、継続的に企業価値を向上させ、株主、投資家の皆様をはじ

め、従業員、お客様、お取引先様等の満足度向上を図ってまいります。

（２）利益配分に関する基本方針

当社は、企業価値を向上させ、株主価値の増大を図ることを経営上の重要政策と位置付け、株主の皆様への利益還

元と内部留保とのバランスを考慮した利益配分を行うことを基本方針としております。株主の皆様への利益還元につ

きましては、業績との連動性を高めながら、財政状態、配当性向等を総合的に勘案して実施いたします。一方、内部

留保につきましては、新製品開発や設備投資、事業投資に充当し、将来の事業展開および収益確保に努めてまいりま

す。

また、当社は、当社ならびに当社グループの取締役、監査役および従業員に対し、ストックオプションを付与して

おります。これは、当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高め、当社グループを挙げて企業価値、ひいては

株主各位の利益増大に向けた努力を一層喚起することを目的にしており、重要な経営政策であると考えております。

平成19年３月期中間配当金につきましては、中間純損失であることから、無配とさせていただきます。なお、期末

配当金につきましては、一株につき５円を予定しております。

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

当社は、企業価値を向上させ、投資家層の拡大を図ることならびに株式の流動性を高めることを重要な経営課題で

あると認識しており、投資単位の引下げにつきましては、今後とも株式市場の状況等を勘案しながら、必要に応じて

検討してまいります。 

（４）目標とする経営指標

前掲「（２）利益配分に関する基本方針」のとおり、当社グループは、企業価値を向上させ、株主価値の増大を図

ることを経営上の重要政策と位置付けております。そのため、当社グループは「株主資本利益率（ＲＯＥ）」を重要

な経営指標と捉えており、平成20年３月期にＲＯＥ８％を達成することを目標にしております。

（５）中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、組織体制の強化や人財への投資を行い、既存事業を着実に成長させていく仕組みづくりを行って

いくとともに、将来に亘って継続的に成長していくため、平成18年５月に新たな中期経営計画（平成19年３月期～平

成21年３月期）を策定し、常に見直しを行いながら着実に実行してまいります。

【中期経営計画の基本方針】

①　Ｍ＆Ａの積極的活用によるアミューズメント施設関連事業の拡大

②　アライアンス活用による遊技機関連事業への本格的参入

③　既存事業の収益安定化

④　アライアンス・Ｍ＆Ａの積極的活用による新規事業の展開

⑤　周辺ビジネスの収益化
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（６）親会社等に関する事項

 （平成18年９月30日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権

所有割合（％）

親会社等が発行する株券が上場されて

いる証券取引所等

株式会社タカラトミー  証券取引法上の親会社 40.93 株式会社東京証券取引所第一部 

①親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係

株式会社タカラトミーは、当社議決権数の40.93％を保有し、かつ財務諸表等規則第８条第４項第２号の規定に基づ

く実質的な支配により当社の証券取引法上の親会社であります。当社は親会社から兼任取締役１名、兼任監査役１名

がそれぞれ就任しており、経営情報等の情報共有、意見交換等を図っております。

当社は「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」「遊技機関連事業」

を行っており、豊富なキャラクターコンテンツを保有するタカラトミーグループとは事業展開において一定の協力関

係にあります。

②親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそのグループ企業との

取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等 

上記（６）①のとおり、株式会社タカラトミーは、当社議決権数の40.93％を保有し、かつ財務諸表等規則第８条第

４項第２号の規定に基づく実質的な支配により当社の証券取引法上の親会社であります。同社とは平成15年10月15日

付けで「新株式引受けに係る投資契約」（締結時は㈱タカラ）を締結しており、当社グループの資本政策等に一定の

制約が生じております。 

③親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本

的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等がある中における、親会社等からの一定の独立性の確保に関す

る考え方及びそのための施策

上記（６）②のとおり、株式会社タカラトミーとは「新株式引受けに係る投資契約」（締結時は㈱タカラ）を締結

しており、当社グループの資本政策等に一定の制約が生じておりますが、事業戦略におきましては、一部重なる事業

はあるものの「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」「遊技機関連

事業」において当社独自の人材、ノウハウ等の経営資源を活かした積極的な事業展開を行っております。

 また、経営の独立性と透明性を一層高めるため、タカラトミーグループ以外からも社外取締役１名、社外監査役2

名がそれぞれ就任しております。

④親会社等からの一定の独立性の確保の状況

上記（６）③のとおり、タカラトミーグループ以外からも社外取締役１名、社外監査役2名がそれぞれ就任し経営の

独立性と透明性を一層高めるほか、事業戦略におきましては、当社独自の人材、ノウハウ等の経営資源を活かした積

極的な事業展開を行っており、当社は公開会社として、一定の自主・独立性を確立していると認識しております。 

（７）内部管理体制の整備・運用状況

当該事項につきましては、別途開示しております「コーポレートガバナンスに関する報告書」に記載のとおりであ

ります。

（経営方針に関する注意事項）

本資料発表日現在、株式会社インデックス・ホールディングスより当社株式の公開買付けがなされており、当社は

これに同意いたしております。当該公開買付けにより株式会社インデックス・ホールディングスが当社グループの親

会社等に該当することが見込まれており、これにより当社グループの経営戦略等に大きな変更が生じる場合は適時開

示する予定であります。 
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3．経営成績

当中間連結会計期間における我が国経済は、原油価格の高騰、米国経済の減速などによる先行き懸念がありましたも

のの、好調な企業業績を背景に設備投資や個人消費が増加傾向にあるなど、緩やかながらも継続的な成長を続けており

ます。

当社グループの属する家庭用ゲーム市場では、ゲームにあまり触れたことのない初心者や女性などライトユーザーの

ニーズをうまく捉えた携帯型ゲーム機ならびにソフトが人気となり、ブームを巻き起こしております。更には、任天堂

「Ｗｉｉ」やソニー・コンピュータエンタテインメント「プレイステーション３」など高機能・多機能の次世代据置型

ゲーム機の市場投入も控え、ソフトの動向とともに期待が高まっております。また、アミューズメント市場では、顧客

層がヤングアダルトからファミリーへと変化する中、引き続きショッピングセンターや大型複合商業施設内への大型新

規出店が多くありましたが、繁忙期である夏休み商戦においては、天候不順などの影響から苦戦を強いられました。

このような状況のもと、当社グループにおきましては、平成18年５月に新たな中期経営計画（平成19年３月期～平成

21年３月期）を策定、組織体制の強化や人財への投資を行い、既存事業を着実に成長させていく仕組みづくりを行って

いくとともに、将来に亘って継続的に成長していくため、当年度を「足場固めの年」とし、コストの削減、社内体制の

強化など積極的に取り組んでまいりました。

当中間連結会計年度の業績につきましては、家庭用ゲーム関連事業において、７月13日に発売された「ペルソナ３」

（ＰＳ２）が見込を上回る実績を挙げたこと、および業務用ゲーム関連事業において、プライズ機やアーケード機の販

売が順調に推移したことに加え、アミューズメント施設関連事業において４月15日に「ゲームパニック堺」（大阪府堺

市）を新規出店したことなどから、売上高92億74百万円（前中間連結会計年度比13億32百万円増）と増収となりました。

一方で、営業損益につきましては、主にアミューズメント施設の既存店の収益率が低下していることや利益率の高いプ

リクラの消耗品の伸び悩みなどによって、営業利益１億32百万円（前中間連結会計年度比１億40百万円減）にとどまり

ました。経常損益におきましても、営業外収益として匿名組合投資利益55百万円などの計上がありましたものの、持分

法投資損失１億10百万円など営業外損失の計上もあり、経常利益１億８百万円（前中間連結会計期間比１億50百万円減）

となりました。中間純損益につきましては、アミューズメント施設の減損損失やのれん相当額の一括償却による持分法

投資損失、過年度未払社会保険料など合わせて３億７百万円を特別損失として計上したことから、中間純損失１億74百

万円（前中間連結会計期間純損失５億22百万円）となりました。

当中間連結会計期間のセグメント別の概況

【家庭用ゲーム関連事業】

当分野におきましては、国内市場では、新作ゲームソフトとして、ＰＳ２向けに「ペルソナ３」「グローランサーⅤ

（ＤＸ版含む）」「九龍妖魔学園紀 re:charge」、ニンテンドーＤＳ向けに「人生ゲームＤＳ」のあわせて４タイトル

を発売し、いずれも順調に推移いたしました。特に「ペルソナ３」は20万本超を出荷し、当初の見込みを上回る実績を

挙げました。さらにリピート販売も好調に推移しました。

北米市場におきましては、新作ゲームソフトとしてＰＳＰ向けに「Generation of Chaos」、ＰＳ２向けに「Atelier 

Iris 2」「Metal Saga」「Steambot Chronicles」を発売し、前期に引き続き順調に推移いたしました。なお、前期に発

売いたしました「超執刀カドゥケウス」の北米版「TRAUMA CENTER UNDER THE KNIFE」（ニンテンドーＤＳ）はリピート

販売が順調に行われ、発売開始からの累計で約10万本、また任天堂ヨーロッパへライセンスアウトしております欧州版

も11万５千本と好評を博しております。

この結果、売上高27億67百万円(前中間連結会計期間比13億20百万円増）、営業利益２億33百万円（前中間連結会計期

間営業損失１億５百万円）となりました。

【業務用ゲーム関連事業】

当分野におきましては、新型プリクラ「天空アージュ」を発売いたしましたが、プリクラ市場全体が低迷しており、

消耗品の出荷も見込みを下回る結果となりましたが、一方で、プライズ機「トリプルキャッチャー メガ」、アーケード

機トライシリーズのバスケットゲーム「バスケットライ」などは見込みを上回り、いずれも定番商品として順調に推移

しました。

この結果、売上高24億82百万円(前中間連結会計期間比１億20百万円増)、営業利益95百万円（前中間連結会計期間比

73百万円減）となりました。 
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【アミューズメント施設関連事業】

当分野におきましては、当社で関西圏初出店となる「ゲームパニック堺」を４月15日にオープンし、順調に推移して

いるほか、昨年６月にオープンした「ゲームパニック三郷」も引き続き好調さを維持しております。しかしながら、繁

忙期にあたる夏休み商戦において、市場全体が天候不順などにより苦戦を強いられるなか、当社グループでも既存店売

上が伸び悩む結果となりました。また、これまでに培った運営ノウハウを活かした店舗運営コンサルティング業務を行

いました。

この結果、売上高41億66百万円(前中間連結会計期間比5百万円減）、営業利益２億44百万円（前中間連結会計期間比

３億54百万円減）となりました。

【遊技機関連事業】

当分野におきましては、当社グループ第１号機パロット「CRPカリブの海賊」を試験的に販売したほか、他社パチン

コ・パチスロ筺体の販売も行いましたが、新規則下におけるパチスロの導入に対してパチンコホールが消極的であった

こともあり、売上は低迷いたしました。

その結果、売上高48百万円(前中間連結会計期間比48百万円増)、営業損失60百万円（前中間連結会計期間営業損失44

百万円）となりました。 
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4．財政状態
 （単位：百万円）

平成18年９月期 平成17年９月期 増減額

資産合計 17,705 18,149 △444

負債合計 6,490 4,460 2,030

資本合計 11,210 13,689 △2,474

営業活動によるキャッシュ・フロー 551 394 157

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,365 △691 △673

財務活動によるキャッシュ・フロー △137 483 △621

現金及び現金同等物の中間期末残高 3,441 2,541 900

（１）当中間連結会計期間末の資産、負債、資本の概況

資産につきましては、アミューズメント施設の新規出店およびソフトウェア新規取得による資産増加はありました

ものの、棚卸資産の廃棄損等の計上の減少により、前中間連結会計期間末と比較し４億44百万円の減少となりました。

負債につきましては、未払金の増加や借入金の実行により、前中間連結会計期間末と比較し20億30百万円の増加とな

りました。資本につきましては、前連結会計年度に純損失27億64百万円となったことが主な要因となり、前中間連結

会計期間と比較して24億74百万円の減少となりました。

（２）当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの概況

当中間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、前中間連結会計期間末に比べ、

９億円増加し34億41百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は５億51百万円（前年同期は３億94百万円の資金獲得）となりました。前年同期に比

べ当該活動により得られた資金が増加した主な要因は、売上債権の減少および棚卸資産の減少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）

投資活動により使用した資金は13億65百万円（前年同期は６億91百万円の資金使用）となりました。前年同期に比

べ当該活動による使用資金が増加した主な要因は、投資有価証券の売却による収入が減少したためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により使用した資金は１億37百万円（前年同期は４億83百万円の資金獲得）となりました。前年同期に比

べ当該活動により使用資金が増加した主な要因は、長期借入金の返済による支出があったためであります。
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キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成17年９月期 平成18年９月期 平成18年３月期

自己資本比率 75.4％ 63.3％ 63.3％

時価ベース自己資本比率 47.9％ 40.0％ 50.9％

債務償還年数 1.69年 1.57年 1.29年

インタレスト・カバレッジ・レシオ 129.0 66.7 206.3

　（注）１．時価ベース自己資本比率：株式時価総額／総資産

　２．債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　３．インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　４．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

　５．株式時価総額は、（中間）期末株価終値×（中間）期末発行済株式数（自己株式控除後）　により算出してお

ります。

　６．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象と

しております。また利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
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5．通期の見通し
平成19年３月期の業績は、連結売上高180億60百万円（前期比7.9％増）、連結経常利益４億50百万円（前期比57.8％

増）、連結当期純利益１億円（前期連結当期純損失27億64百万円）を見込んでおります。

当社グループにおきましては、前期より推し進めております経営改革のもと、引き続き、経営の効率化を図ってまい

ります。特に平成19年３月期は「足場固めの年」と位置づけ、既存事業の安定化、社内体制の整備、社員の質の向上に

努めております。また、次年度以降の種まきも足元を見定めながら徐々にかつ慎重に行い、将来に亘って利益確保でき

る体制作りをしっかりと構築してまいります。

家庭用ゲーム関連事業においては、国内市場では、前評判の高い「世界樹の迷宮」（ニンテンドーＤＳ）や日米とも

ハードと同時発売の「カドゥケウスZ」（Ｗｉｉ）などを予定しています。北米市場では「Blade Dancer」（ＰＳＰ）、

「Disgaea 2」（ＰＳ２）などが予定を上回る見込みであるなど、引き続き好調さを維持しております。更に、北米版

「TRAUMA CENTER UNDER THE KNIFE」（ニンテンドーＤＳ）は、リピートが好調に推移しており、累計出荷本数は約17万

本となる見込みです。

業務用アミューズメント関連事業においては、引き続きプライズ機やアーケード機の定番商品の販売拡充に努めると

ともに、当社初の女児向けカードゲーム機「きらりん☆レボリューション ハッピー☆アイドルライフ」を12月から市場

に導入してまいります。当カードゲーム機は導入前より非常に期待度が高く、当社グループは、これを下期の戦略商品

と位置付け、サービス体制の強化、イベントプロモーション展開等、全社を挙げて取り組んでまいります。

アミューズメント施設関連事業においては、10月13日に「ゲームパニック佐野」（栃木県佐野市）を新規出店いたし

ました。既存店につきましては、人気のあるマシンの選定・導入を進めるほか、魅力あるイベントを実施するなど、新

規ユーザーの獲得とリピーターの確保に努めてまいります。また改善の見込めない不採算店舗の売却や閉店などの収益

効率化にも取り組んでまいります。

遊技機関連事業においては、下期後半から新基準のパチスロの入れ替え需要により、各社より新基準機が続々と市場

に投入され、ようやく市場が動き出すことが推測されます。当社グループは、業界全体の動向や各社の販売状況等を鑑

みながら、パチスロ、パロットの販売を推し進めてまいります。

 （業績予想に関する注意事項） 

平成19年３月期の業績予想数値は、当社および当社グループが現時点で入手可能な情報に基づき判断したもので、

潜在的リスクや不確実性を多分に含んでおります。よって、実際の業績は様々な要因の変化により、記述されている

業績予想とは大きく異なる結果となりうる可能性があることをあらかじめご承知おきください。

また、本資料発表日現在、株式会社インデックス・ホールディングスより当社株式の公開買付けがなされており、

当社はこれに同意いたしております。当該公開買付けにより株式会社インデックス・ホールディングスが当社グルー

プの親会社等に該当することが見込まれており、これにより当社グループの経営戦略等に大きな変更が生じ、それに

伴って業績予想数値に変更が生じる場合は適時開示する予定であります。 
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6．事業等のリスク
当社グループの経営成績、財務状況および株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがありま

す。なお、以下に掲げる事業等のリスクは、本資料発表日現在において当社グループが入手可能な情報や合理的な判断

に基づいております。また、下記以外の予測し難いリスクも存在し、当社の事業等のリスクはこれらに限定されるもの

ではありません。

当社グループは、これらリスク要因が発生する可能性を十分認識したうえで事業運営を行っております。 

（１）事業分野別の特徴

家庭用ゲーム関連事業、業務用ゲーム関連事業ならびに遊技機関連事業につきましては、新製品の発売時期により、

業績が大きく変動する可能性があります。家庭用ゲーム関連事業は、主な商戦時期が年末年始となるため業績が下半

期に偏重する傾向にあります。アミューズメント施設関連事業は、ゴールデンウィークや夏季休暇等の長期休暇時期

が繁忙期となる特徴があります。

（２）開発費の高騰化

当社グループは、今までにない楽しみを提供する魅力ある新製品の開発を行っておりますが、新製品の開発プロセ

スは複雑かつ不確実な面があります。家庭用ゲームソフト、プリクラをはじめとする業務用ゲーム機器の開発は、相

当の時間と費用を要するものでありながら、ユーザー嗜好の多様化により全ての新製品が、全てのユーザーから受け

入れられる保証は無く、開発を中断または中止する場合があります。また、一部の家庭用ゲームソフト、業務用ゲー

ム機器につきましては、販売計画未達等により開発費用を回収できない場合があります。

（３）一部の製商品への依存

家庭用ゲーム関連事業は、真・女神転生（メガテン）シリーズ、グローランサーシリーズなどのシリーズタイトル

に人気が集中する傾向にあり、発売時期の延期や販売計画未達、またはソフトに不具合等が生じた場合には業績に悪

影響を及ぼす可能性があります。業務用ゲーム関連事業は、プリント倶楽部（プリクラ）の販売台数・消耗品の出荷

状況により業績が大きく左右され、ユーザー嗜好の多様化や市場環境の変化等によって業績に悪影響を及ぼす可能性

があります。

（４）海外事業

 当社グループは、日本国内以外に、米国、欧州、アジア地域等においても事業活動を行っておりますが、これらの

国々における市場動向、競合会社の存在、政治、経済、法律、文化、宗教、慣習等の様ざまなカントリーリスクによ

り、今後の事業戦略や当社グループの業績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。また、海外取引の拡

大により、税率、関税など監督当局による法令の解釈、規制などにより損失や費用負担が増大する恐れがあり、当社

グループの業績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

（５）知的財産権

 家庭用ゲームソフト、業務用ゲーム機器の開発、販売につきましては、特許権、商標権、実用新案権、意匠権、著

作権等の知的財産権が関係しており、当社グループが知的財産権を取得できない場合には、開発、販売ができなくな

る恐れが生じます。また、第三者の知的財産権を当社グループが侵害する恐れもあります。これらにより、当社グルー

プの業績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

（６）訴訟等

 当社グループは、家庭用ゲームソフト、業務用ゲーム機器の開発、販売において、第三者から知的財産権の侵害等

を理由に訴訟提起を受ける恐れがあります。訴訟内容、金額によっては当社グループの業績および財政状態に悪影響

を及ぼす可能性があります。

（７）個人情報の漏洩

 当社は個人情報取扱事業者であり、不慮の事態により個人情報が外部へ漏洩する可能性があります。当社は、個人

情報の保護に関する方針を定め、当社ホームページに公開するほか、社内啓蒙活動として個人情報保護に関する勉強

会を開催するなど個人情報の管理に努めておりますが、個人情報が外部へ漏洩した場合は、損害賠償の発生や企業イ

メージの著しい低下により、当社グループの業績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

（８）「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」（風適法）

①アミューズメント施設関連事業

当事業は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」（風適法）および関連法令・通達等により、店舗

開設ならびに運営に関する許認可、出店地域や営業時間の制限、店舗施設内の内装等の規制を受けております。当社

グループは、法令を遵守した新規出店、運営を行っておりますが、新たな法律の制定や法改正等が行われた場合、当

社グループの業績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

②遊技機関連事業

当事業は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」（風適法）および関連法令・通達等による許認可

等が前提となっております。そのため、許認可等の状況によって当社グループの業績および財政状態に悪影響を及ぼ

す可能性があります。

－ 11 －



7．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区　　分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 2,541,426 3,441,956 4,395,227

２．受取手形及び売掛金 ※１ 1,928,118 1,715,687 1,835,922

３. 有価証券 100,330 － －

４．たな卸資産 3,714,091 2,341,488 2,253,881

５．前払費用 246,605 270,097 231,299

６．その他 632,604 660,826 783,440

貸倒引当金 △16,684 △26,264 △22,115

流動資産合計 9,146,492 50.4 8,403,791 47.5 9,477,655 52.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1) 建物及び構築物 3,380,425 4,009,266 3,398,428

減価償却累計額 1,594,964  1,966,586  1,774,069  

減損損失累計額 25,958 1,759,502 65,095 1,977,584 25,958 1,598,400

(2) 機械装置及び運搬具 25,483 22,099 23,332

減価償却累計額 12,312 13,171 11,470 10,629 11,348 11,984

(3) 工具器具備品 4,617,042 5,381,189 4,673,656

減価償却累計額 3,344,882  3,788,520  3,450,473  

減損損失累計額 28,809 1,243,351 59,395 1,533,276 28,809 1,194,373

(4) 土　地 37,633 37,633 37,633

(5) 建設仮勘定 53,078 46,114 343,444

有形固定資産合計 3,106,736 17.1 3,605,235 20.4 3,185,836 17.6

２．無形固定資産

(1) 特許権 3,439 1,100 2,200

(2) 連結調整勘定 29,733 － 20,805

(3) のれん － 14,326 －

(4) その他 261,336 467,661 261,450

無形固定資産合計 294,509 1.6 483,088 2.7 284,456 1.5

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券 2,329,946 1,580,132 1,747,658

(2) 破産債権・更生債権
その他これらに準ず
る債権

113,717 123,677 115,108

(3) 敷金・差入保証金 3,043,981 3,187,285 3,192,509

(4) その他  203,232 420,890 249,531

貸倒引当金 △88,828 △98,602 △90,522

投資その他の資産合計 5,602,048 30.9 5,213,383 29.4 5,214,286 28.7

固定資産合計 9,003,294 49.6 9,301,706 52.5 8,684,579 47.8

資　産　合　計 18,149,787 100.0 17,705,498 100.0 18,162,235 100.0

－ 12 －



前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区　　分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 ※１ 1,569,730 1,933,267 1,712,514

２．短期借入金 205,271 500,000 1,000,000

３．一年以内返済予定長期
借入金

169,750 368,000 270,400

４．未払金 － 644,576 809,547

５．未払法人税等 34,482 39,417 106,205

６．賞与引当金 98,838 155,167 148,391

７．返品調整引当金 31 － －

８．その他 585,682 493,942 550,221

流動負債合計 2,663,785 14.7 4,134,371 23.4 4,597,280 25.3

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 293,000 864,500 607,800

２．繰延税金負債 195,360 124,809 188,486

３．役員退職慰労引当金 98,040 98,040 98,040

４．その他 1,210,367 1,269,183 1,150,511

固定負債合計 1,796,768 9.9 2,356,533 13.3 2,044,838 11.3

負　債　合　計 4,460,554 24.6 6,490,904 36.7 6,642,119 36.6

(少数株主持分)

少数株主持分 － － － － 24,187 0.1

（資本の部）

Ⅰ　資　本　金  8,450,002 46.5 － － 8,450,002 46.5

Ⅱ　資本剰余金 5,513,973 30.4 － － 5,513,973 30.4

Ⅲ　利益剰余金 △195,051 △1.1 － － △2,436,157 △13.4

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

284,954 1.6 － － 274,739 1.5

Ⅴ　為替換算調整勘定 △364,552 △2.0 － － △306,535 △1.7

Ⅵ　自己株式  △93 △0.0 － － △93 △0.0

資　本　合　計 13,689,232 75.4 － － 11,495,928 63.3

負債・少数株主持分及
び資本合計

18,149,787 100.0 － － 18,162,235 100.0

－ 13 －



前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区　　分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 8,450,002 47.7 － －

２　資本剰余金  － － 2,813,220 15.9 － －

３　利益剰余金  － － 89,608 0.5 － －

４　自己株式  － － △93 △0.0 － －

株主資本合計  － － 11,352,737 64.1 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価
差額金

 － － 181,923 1.0 － －

２　為替換算調整勘定  － － △324,331 △1.8 － －

評価・換算差額等合計  － － △142,407 △0.8 － －

Ⅲ　少数株主持分  － － 4,263 0.0 － －

純資産合計  － － 11,214,594 63.3 － －

負債純資産合計  － － 17,705,498 100.0 － －

－ 14 －



(2）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区　　分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売　　上　　高 7,941,270 100.0 9,274,118 100.0 16,730,458 100.0

Ⅱ　売　上　原　価 6,043,364 76.1 7,304,368 78.8 12,988,923 77.6

売 上 総 利 益 1,897,906 23.9 1,969,750 21.2 3,741,534 22.4

返品調整引当金繰入額 20 0.0 － － － －

差引売上総利益 1,897,885 23.9 1,969,750 21.2 3,741,534 22.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費

  1,624,425 20.5  1,836,974 19.8  3,413,881 20.4

営　業　利　益 273,460 3.4 132,775 1.4 327,652 2.0

Ⅳ　営 業 外 収 益

１．受取利息 2,636 3,985 7,335

２．匿名組合投資利益 47,067 55,452 98,440

３．為替差益 15,718 － 40,552

４．その他 23,864 89,287 1.2 46,192 105,629 1.1 59,985 206,313 1.2

Ⅴ　営 業 外 費 用

１．支払利息 3,356 7,847 7,014

２．為替差損 － 53 －

３．持分法による投資損失 95,710 110,282 211,745

４．その他 4,459 103,527 1.3 11,833 130,017 1.4 30,090 248,851 1.5

経　常　利　益 259,220 3.3 108,388 1.1 285,114 1.7

－ 15 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区　　分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特 別 利 益

１．固定資産売却益 ※１ 294 4,481 302

２．投資有価証券売却益 461,738 12,754 495,303

３．貸倒引当金戻入益 57,699 1,000 56,906

４．会員権売却益 12,900 － －

５．持分変動利益 － 259 29,723

６．その他 120 532,752 6.7 － 18,495 0.2 15,355 597,591 3.6

Ⅶ　特 別 損 失

１．固定資産売却損  205 － －

２．固定資産除却損 ※２ 48,416 14,748 135,367

３．減損損失  181,491 83,594 220,991

４．特別退職金  62,771 － 62,771

５．投資有価証券評価損 12,754 2,404 600,947

６．たな卸資産評価損 198,575 － 651,534

７．たな卸資産廃棄損 649,628 8,356 1,427,285

８．たな卸資産処分損 － 43,079 －

９．貸倒引当金繰入額 － 8,105 173,246

10．子会社整理損 － － 173,246

11．解約損失 130,000 － 324,751

12．事業撤退損失 － － 47,194

13．投資事業組合投資損失 6,912 1,383 7,325

14．持分法による投資損失 － 69,888 －

15．過年度未払社会保険料 － 76,220 －

16．その他 － 1,290,756 16.3 － 307,780 3.3 － 3,651,415 21.8

税金等調整前中間（当
期）純損失

498,783 △6.3 180,897 △2.0 2,768,709 △16.5

法人税、住民税及び事
業税

24,192   22,009   43,162   

法人税等調整額 － 24,192 0.3 103 22,112 0.2 △29,014 14,147 0.1

少 数 株 主 損 失 20 0.0 28,023 0.3 18,793 0.1

中間（当期）純損失 522,956 △6.6 174,986 △1.9 2,764,062 △16.5

－ 16 －



(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

 中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区　　分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 5,513,973 5,513,973

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期末）

残高
5,513,973 5,513,973

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 397,993 397,993

Ⅱ　利益剰余金減少高

１．配当金 70,088 70,088

２．中間（当期）純損失 522,956 593,044 2,764,062 2,834,150

Ⅲ　利益剰余金中間期末（期末）

残高
△195,051 △2,436,157

－ 17 －



中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
8,450,002 5,513,973 △2,436,157 △93 11,527,724

中間連結会計期間中の変動額

資本剰余金の取崩による欠損

填補(注)
－ △2,700,752 2,700,752 － －

中間純利益 － － △174,986 － △174,986

株主資本以外の項目の中間連

結会計期間中の変動額（純

額）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合

計

（千円）

－ △2,700,752 2,525,765 － △174,986

平成18年９月30日　残高

（千円）
8,450,002 2,813,220 89,608 △93 11,352,737

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

 為替換算調整
勘定

 評価・換算差
額等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
274,739 △306,535 △31,796 24,187 11,520,115

中間連結会計期間中の変動額

資本剰余金の取崩による欠損

填補(注)
－ － － － －

中間純利益 － － － － △174,986

株主資本以外の項目の中間連

結会計期間中の変動額（純

額）

△92,815 △17,795 △110,611 △19,923 △130,535

中間連結会計期間中の変動額合

計

（千円）

△92,815 △17,795 △110,611 △19,923 △305,521

平成18年９月30日　残高

（千円）
181,923 △324,331 △142,407 4,263 11,214,594

 (注)平成18年６月の定時株主総会における損失処理項目であります。

－ 18 －



(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区　　分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前中間（当
期）純損失（△）

△498,783 △180,897 △2,768,709

減価償却費 558,890 636,191 1,219,721

減損損失 181,491 83,594 220,991

連結調整勘定償却額 7,310 ― 13,942

のれん償却額 ― 6,479 ―

役員退職慰労引当金の
増減（△）額

△120 ― △120

貸倒引当金の増減
（△）額

△49,922 12,635 △43,814

賞与引当金の増加額 4,438 6,776 53,991

返品調整引当金の増減
（△）額

20 ― △10

受取利息及び受取配当
金

△8,394 △9,840 △26,019

支払利息 3,356 7,847 7,014

為替差損益（△） 790 ― ―

持分法による投資損失 95,710 180,171 211,745

投資有価証券売却損益
（△）

△461,738 △12,754 △495,303

投資有価証券評価損 12,754 2,404 600,947

子会社整理損 ― ― 173,246

会員権売却益 △12,900 ― △12,190

匿名組合投資利益 △47,067 △55,452 △98,440

投資事業組合投資損失 6,912 1,383 7,325

固定資産売却益 △294 △4,481 △302

固定資産売却損 205 ― 135,367

固定資産除却損 48,416 14,748 ―

解約損失 130,000 ― 134,464

売上債権の減少額 1,116,563 102,409 1,233,945

たな卸資産の増（△）
減額

△91,581 △380,080 1,227,543

仕入債務の増減（△）
額

△843,467 222,078 △701,687

その他 300,414 19,520 429,912

小　計 453,004 652,733 1,523,563

－ 19 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区　　分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

利息及び配当金の受取
額

6,954 8,249 24,578

利息の支払額 △3,056 △8,279 △7,071

法人税等の支払額 △62,646 △100,737 △82,044

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

394,255 551,966 1,459,026

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金の減少額 60,000 ― 60,000

有形固定資産の取得に
よる支出

△1,071,835 △1,032,750 △1,853,089

有形固定資産の売却に
よる収入

3,494 126,707 650,282

無形固定資産の取得に
よる支出

△15,018 △263,755 △91,530

無形固定資産の売却に
よる収入

651 ― 651

有価証券の売却による
収入

― ― 100,000

投資有価証券の取得に
よる支出

△73,500 ― △617,917

投資有価証券の売却に
よる収入

492,624 12,500 923,566

出資金の受取 21,510 ― 21,510

子会社株式の追加取得 △1,350 ― △1,350

貸付金の実行による支
出

△1,900 △151,900 △40,080

貸付金の回収による収
入

2,751 1,920 5,106

その他投資活動による
増減（△）

△109,403 △58,424 △354,031

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△691,975 △1,365,703 △1,196,882

－ 20 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区　　分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金増減（△）
額

94,876 △500,000 889,428

長期借入れによる収入 500,000 514,500 1,000,000

長期借入金の返済によ
る支出

△42,000 △160,200 △126,350

株式の発行による収入 ― ― 75,000

新規連結子会社設立に
よる少数株主からの払
込

― 8,100 ―

配当金の支払 △69,269 △187 △77,358

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

483,606 △137,787 1,760,719

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

14,059 △1,747 30,884

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
加額

199,946 △953,271 2,053,747

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

2,341,479 4,395,227 2,341,479

Ⅶ　現金及び現金同等物の中
間期末(期末)残高

2,541,426 3,441,956 4,395,227

－ 21 －



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項　目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数

…………　８社

Atlus Holding,Inc．

Atlus U.S.A.,Inc．

Photostar Limited

Atlus Entertainment PTE　

Limited

株式会社アポロ

Atlus Shanghai Digital 

Image Co., Ltd.

Atlus(Tianjin) Electronics

Co., Ltd.

株式会社シーアンドシーメディ

ア

(1) 連結子会社の数

…………　９社

Atlus Holding,Inc．

Atlus U.S.A.,Inc．

Photostar Limited

Atlus Entertainment PTE　

Limited

株式会社アポロ

Atlus Shanghai Digital 

Image Co., Ltd.

株式会社シーアンドシーメディ

ア

株式会社ＣＣＯ　

株式会社エージーエス

　株式会社エージーエスについては、

当中間連結会計期間において新たに

設立したことにより当中間連結会計

期間から連結の範囲に含めておりま

す。また、Atlus(Tianjin) 

Electronics Co., Ltd.については

当中間連結会計期間においてAtlus 

Shanghai Digital Image Co., 

Ltd.と合併したことにより、連結子

会社から除外しております。

(1) 連結子会社の数

…………　９社

Atlus Holding,Inc．

Atlus U.S.A.,Inc．

Photostar Limited

Atlus Entertainment PTE　

Limited

株式会社アポロ

Atlus Shanghai Digital 

Image Co., Ltd. 

Atlus(Tianjin) Electronics

Co., Ltd.

株式会社シーアンドシーメディ

ア

株式会社ＣＣＯ　

(2) 非連結子会社の名称

有限会社シーダブルピー

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、小規模であり、合

計の総資産、売上高、中間純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれも

中間連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためであります。

(2) 非連結子会社の名称

 ──────

(2) 非連結子会社の名称

 ──────

２．持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用の関連会社の数

…………　１社

株式会社アトム

(1) 持分法適用の関連会社の数

同　　 左

 

(1) 持分法適用の関連会社の数

同　　 左

 

(2) 持分法を適用していない非連

結子会社の名称

　　有限会社シーダブルピー

（連結の範囲から除いた理由）

持分法を適用していない非連結子会

社は、中間純損益(持分に見合う

額)等からみて、持分法の対象から

除いても中間連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全社とし

ても重要性がないため、持分法の適

用範囲から除外しております。

(2) 持分法を適用していない非連

結子会社の名称

　 ──────

(2) 持分法を適用していない非連

結子会社の名称

　　 ──────
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項　目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．連結子会社の中間決算日（決

算日）等に関する事項

連結子会社である、Atlus 

Holding,Inc.、Atlus 

U.S.A.,Inc.、Photostar 

Limited、Atlus Entertainment 

PTE Limited、Atlus Shanghai 

Digital Image Co., Ltd. 及び 

Atlus (Tianjin)Electronics 

Co., Ltd. の中間決算日は６月30

日でありますが、中間連結財務諸

表の作成に当たっては、同日現在

の財務諸表を使用し,中間連結決算

日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っ

ております。

その他の連結子会社の中間決算日

は中間連結決算日と一致しており

ます。

連結子会社である、Atlus 

Holding,Inc.、Atlus 

U.S.A.,Inc.、Photostar 

Limited、Atlus Entertainment 

PTE Limited、及び Atlus 

Shanghai Digital Image Co., 

Ltd.の中間決算日は６月30日であ

りますが、中間連結財務諸表の作

成に当たっては、同日現在の財務

諸表を使用し,中間連結決算日との

間に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っておりま

す。

その他の連結子会社の中間決算日

は中間連結決算日と一致しており

ます。

連結子会社である、Atlus 

Holding,Inc.、Atlus 

U.S.A.,Inc.、Photostar 

Limited、Atlus Entertainment 

PTE Limited、Atlus Shanghai 

Digital Image Co., Ltd. 及び 

Atlus (Tianjin)Electronics 

Co., Ltd.の決算日は12月31日であ

りますが、連結財務諸表の作成に

当たっては、同日現在の財務諸表

を使用し、連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。

その他の連結子会社の事業年度の

末日は、連結決算日と一致してお

ります。

４．会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格

に基づく時価法（評価

差額は、全部資本直入

法により処理し、売却

原価は移動平均法によ

り算定）

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格

に基づく時価法（評価

差額は、全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は移動平均法に

より算定）

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格に基

づく時価法（評価差額

は、全部資本直入法に

より処理し、売却原価

は移動平均法により算

定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同　　 左

時価のないもの

同　　 左

(ロ）たな卸資産

商　品

提出会社は移動平均法に

基づく原価法

在外連結子会社は主とし

て先入先出法に基づく低

価法

(ロ）たな卸資産

商　品

同　　 左

(ロ）たな卸資産

商　品

同　　 左

製品・原材料

移動平均法に基づく原価

法

製品・原材料

同　　 左

製品・原材料

同　　 左

仕掛品

個別法に基づく原価法

仕掛品

同　　 左

仕掛品

同　　 左
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項　目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

(イ）有形固定資産

 提出会社及び国内連結子会

社は定率法、在外連結子会

社は定額法によっておりま

す。

なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。

建物及び構築物

　　　　　　　 ３～21年

工具器具備品

　　　　　　　 ２～８年

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

(イ）有形固定資産

 提出会社及び国内連結子会

社は定率法、在外連結子会

社は定額法によっておりま

す。

なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。

建物及び構築物

　　　　　　　 ２～31年

工具器具備品

　　　　　　　 ２～20年

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

(イ）有形固定資産

 提出会社及び国内連結子会

社は定率法、在外連結子会

社は定額法によっておりま

す。

なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。

建物及び構築物

　　　　　　　 ３～21年

工具器具備品

　　　　　　　 ２～20年

(ロ）無形固定資産

定額法によっております。

このうち、自社利用ソフト

ウエアについては、社内に

おける利用可能期間（３年

～５年）に基づく定額法に

よっております。

(ロ）無形固定資産

同　　 左

(ロ）無形固定資産

同　　 左

(3) 重要な引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に

備えて、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

同　　 左

(3) 重要な引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

同　　 左

(ロ）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給

に備えて、賞与支給見込額

の当中間連結会計期間の負

担額を計上しております。

(ロ）賞与引当金

同　　　左

(ロ）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給

に備えて、賞与支給見込額

の当連結会計期間の負担額

を計上しております。

(ハ）役員退職慰労引当金

平成17年５月における当社

取締役会において、平成17

年３月期にかかわる第19回

定時株主総会の終結の時を

もって役員退職慰労金制度

を廃止し、同日までの在任

期間に対する退職慰労金を

退任の際に支給することが

決議されました。これに伴

い同日までの在任期間に対

応する内規に基づく要支給

額を引当計上しております。

従って、同日以降の役員退

職慰労引当金の繰入は行っ

ておりません。

(ハ）役員退職慰労引当金

同　　　左

(ハ）役員退職慰労引当金

同　　　左
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項　目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(ニ）返品調整引当金

ゲームソフト等の返品によ

る損失に備えて、タイトル

毎の返品予測高に基づき、

返品損失の見込額を計上し

ております。

(ニ）────── (ニ）──────

(4) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借

主 に移転すると認められる

もの以外のファイナンス

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。

(4) 重要なリース取引の処理方法

同　　　左

(4) 重要なリース取引の処理方法

同　　　左

(5) その他の重要な事項

(イ）投資事業組合による持分の

会計処理

当社の出資に関わる投資事

業組合の持分を適正に評価

するために、当社の持分相

当額の損益を、投資有価証

券を増減する方法で投資事

業組合投資損失を計上して

おります。また、投資事業

組合が保有するその他有価

証券の評価損益については、

投資有価証券を増減する方

法で資本の部にその他有価

証券評価差額金を計上して

おります。

(5) その他の重要な事項

(イ）投資事業組合による持分の

会計処理

当社の出資に関わる投資事

業組合の持分を適正に評価

するために、当社の出資に

関わる投資事業組合の持分

相当額の損益を、投資有価

証券を増減する方法で投資

事業組合投資損失を計上し

ております。また、投資事

業組合が保有するその他有

価証券の評価損益について

は、投資有価証券を増減す

る方法で純資産の部にその

他有価証券評価差額金を計

上しております。

(5) その他の重要な事項

(イ）投資事業組合による持分の

会計処理

当社の出資に関わる投資事

業組合の持分を適正に評価

するために、当社の出資に

関わる投資事業組合の持分

相当額の損益を、投資有価

証券を増減する方法で投資

事業組合投資損失を計上し

ております。また、投資事

業組合が保有するその他有

価証券の評価損益について

は、投資有価証券を増減す

る方法で資本の部にその他

有価証券評価差額金を計上

しております。
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項　目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(ロ）匿名組合契約による持分の

会計処理

当社の出資に関わる匿名組

合（レバレッジドリース）

の持分を適正に評価するた

めに、当社の持分相当額の

損益を、出資金（表示科目

は投資その他の資産の「そ

の他」）から直接控除する

方法で匿名組合投資利益を

計上しております。

(ロ）匿名組合契約による持分の

会計処理

同　　 左

(ロ）匿名組合契約による持分の

会計処理

同　　 左

(ハ）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(ハ）消費税等の会計処理

同　　 左

(ハ）消費税等の会計処理

同　　 左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３か月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同　　　左 同　　　左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　(固定資産の減損に係る会計基準)

当中間連結会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会

　平成14年８月９日))及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日)を適用して

おります。これにより税金等調整前中間純利

益は181,491千円減少しております。なお、減

損損失累計額については、改正後の中間連結

財務諸表規則に基づき減損損失累計額の科目

をもって表示しております。

　(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準)

当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会

計基準第５号　平成17年12月９日)及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日)を適用しております。

なお、従来の資本の部の合計に相当する金額

は11,210,330千円であります。

　(固定資産の減損に係る会計基準)

当連結会計期間より、固定資産の減損に係

る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」(企業会計審議会　平

成14年８月９日))及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第６号　平成15年10月31日)を適用しており

ます。これにより税金等調整前当期純損失は

220,991千円増加しております。なお、減損損

失累計額については、改正後の中間連結財務

諸表規則に基づき減損損失累計額の科目をもっ

て表示しております。

注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

 ※１　　　────────── ※１　中間連結会計期間末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処理は、手形

交換日をもって決済処理しております。な

お、当中間会計期間の末日は金融機関の休

日であったため、次の中間期末日満期手形

が中間期末残高に含まれております。

　受取手形　 19,477千円

　支払手形　228,274千円

 ※１　　　──────────
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　固定資産売却益の内訳 ※１　固定資産売却益の内訳 ※１　固定資産売却益の内訳

工具器具備品    294千円 工具器具備品 4,481千円 工具器具備品       302千円

※２　固定資産除却損の内訳 ※２　固定資産除却損の主な内訳 ※２　固定資産除却損の主な内訳

建物及び構築物     28,303千円

工具器具備品

ソフトウェア

    14,845千円

    5,267千円

機械及び装置 490千円

工具器具備品     3,802千円

ソフトウェア    9,481千円

建物及び構築物   32,993千円

機械及び装置 492千円

工具器具備品 83,241千円

ソフトウェア    18,556千円
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関

係

（平成17年９月30日現在）

現金及び預金勘定 2,541,426千円

預入期間が３か月を超

える定期預金
─千円

現金及び現金同等物  2,541,426千円

（平成18年９月30日現在）

現金及び預金勘定 3,441,956千円

預入期間が３か月を超

える定期預金
─千円

現金及び現金同等物 3,441,956千円

（平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定  4,395,227千円

預入期間が３か月を超

える定期預金
─千円

現金及び現金同等物 4,395,227千円
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①　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1) 株　　　式 962,272 1,423,701 461,428

(2) 債　　　券

社　　　債 100,000 100,330 330

合　　　計 1,062,272 1,524,031 461,758

　（注）１．当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について12,754千円減損処理を行っており

ます。

なお、当該株式の減損処理にあたっては、社内における基準を設けて運用しております。

<基準の内容>

・期末日（中間決算日）において、50％超下落した場合は減損処理を行う。

・期末日（中間決算日）において、30％～50％の下落が１年間継続した場合は、その時点で減損処理を行う。

２．中間連結貸借対照表のその他有価証券評価差額金には、時価のない有価証券からも有価証券評価差額金が発

生しているため、上記差額とは連動しておりません。

２．時価のない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

　その他有価証券

　　　非上場株式

 

906,245

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1) 株　　　式 678,456 983,090 304,633

合　　　計 678,456 983,090 304,633

　（注）１．当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について1,383千円減損処理を行っておりま

す。

なお、当該株式の減損処理にあたっては、社内における基準を設けて運用しております。

<基準の内容>

・期末日（中間決算日）において、50％超下落した場合は減損処理を行う。

・期末日（中間決算日）において、30％～50％の下落が１年間継続した場合は、その時点で減損処理を行う。

２．中間連結貸借対照表のその他有価証券評価差額金には、時価のない有価証券からも有価証券評価差額金が発

生しているため、上記差額とは連動しておりません。
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２．時価のない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

　その他有価証券

　　　非上場株式

 

597,041

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額  

（千円）
差額（千円）

(1) 株　　　式 687,085 1,150,312 463,226

合　　　計 687,085 1,150,312 463,226

　（注）１．当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について78,840千円の減損処理を行っておりま

す。

なお、当該株式の減損処理にあたっては、社内における基準を設けて運用しております。

<基準の内容>

・期末日において、50％超下落した場合は減損処理を行う。

・期末日において、30％～50％の下落が１年間継続した場合は、その時点で減損処理を行う。

２．前連結会計年度では、時価のない有価証券からも有価証券評価差額金が発生していたため、上記差額と貸借

対照表計上額は連動しておりませんでしたが、当連結会計年度は、時価のない有価証券からは有価証券評価

差額金が発生しておりませんので、上記差額と貸借対照表計上額は連動しております。

２．時価のない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

　その他有価証券

　　　非上場株式

 

597,346

②　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

　当社グループでは、デリバティブ取引はありません。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

　当社グループでは、デリバティブ取引はありません。

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

　当社グループでは、デリバティブ取引はありません。
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③　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９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）

遊 技 機
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 1,447,335 2,321,843 4,171,810 280 7,941,270 － 7,941,270

(2) セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 39,985 － － 39,985 (39,985) －

計 1,447,335 2,361,829 4,171,810 280 7,981,256 (39,985) 7,941,270

営業費用 1,552,934 2,192,988 3,572,517 44,557 7,362,998 304,812 7,667,810

営業利益(損失) (105,598) 168,840 599,293 (44,277) 618,258 (344,798) 273,460

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９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）

遊 技 機
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 2,767,701 2,294,091 4,163,803 48,521 9,274,118 － 9,274,118

(2) セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 188,028 2,244 － 190,272 (190,272) －

計 2,767,701 2,482,120 4,166,047 48,521 9,464,391 (190,272) 9,274,118

営業費用 2,533,931 2,386,651 3,921,234 109,333 8,951,151 190,191 9,141,343

営業利益(損失) 233,769 95,468 244,812 (60,811) 513,239 (380,464) 132,775

前連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成18年３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） 

遊技機 
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 3,881,224 4,661,672 8,105,393 82,167 16,730,458 － 16,730,458

（2）セグメント間の内部売上高

　　 又は振替高
38,139 115,000 55,672 － 208,812 (208,812) －

計 3,919,364 4,776,672 8,161,065 82,167 16,939,270 (208,812) 16,730,458

 営業費用 3,855,706 4,556,647 7,210,716 200,435 15,823,506 579,299 16,402,805

 営業利益（損失） 63,658 220,025 950,348 (118,268) 1,115,763 (788,111) 327,652

　（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、業務用ゲーム関連事業、ア

ミューズメント施設関連事業、遊技機関連事業に区分しております。

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販売、出版物ロイヤリティの供与、遊技機の液晶開発

業務用ゲーム関連事業………プリント倶楽部、業務用ゲーム機器の販売及び関連消耗品の販売

アミューズメント施設関連事業………直営店舗、フランチャイズ店舗の運営及び付随業務

遊技機関連事業………遊技機の販売

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の管理部門に係

る費用であります。

前中間連結会計期間　　　　　 344,798千円

当中間連結会計期間　　　　　 380,464千円

前連結会計年度　　　　　　 　734,013千円
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ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年9月30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）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 7,055,896 780,912 104,460 7,941,270 － 7,941,270

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
28,116 4,761 837 33,715 (33,715) －

計 7,084,013 785,674 105,298 7,974,985 (33,715) 7,941,270

営業費用 6,632,349 621,553 107,932 7,361,834 305,975 7,667,810

営業利益 451,663 164,121 (2,634) 613,150 (339,690) 273,460

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年9月30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）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 8,476,391 714,184 83,543 9,274,118 － 9,274,118

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
61,892 470 30,504 92,867 (92,867) －

計 8,538,283 714,654 114,047 9,366,985 (92,867) 9,274,118

営業費用 8,087,914 667,111 86,273 8,841,299 300,043 9,141,343

営業利益 450,369 47,543 27,773 525,686 (392,910) 132,775

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３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）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 14,660,375 1,887,545 182,536 16,730,458 － 16,730,458

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
109,923 4,761 27,692 142,378 (142,378) －

計 14,770,299 1,892,307 210,229 16,872,836 (142,378) 16,730,458

営業費用 13,928,152 1,600,708 228,077 15,756,937 645,867 16,402,805

営業利益 842,147 291,599 (17,848) 1,115,898 (788,246) 327,652
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ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

 北米（千円） その他の地域(千円) 計（千円）

Ⅰ　海外売上高 786,416 212,797 999,214

Ⅱ　連結売上高   7,941,270

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合％ 9.90% 2.68% 12.58%

　（注）１．国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　　　２．各区分に属する主な国または地域

　　　　　(１)　北　　　　米………米国

　　　　　(２)　その他の地域………アジア、ヨーロッパ

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

            連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

　

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

 北米（千円） その他の地域(千円) 計（千円）

Ⅰ　海外売上高 1,898,827 399,709 2,298,537

Ⅱ　連結売上高   16,730,458

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合％ 11.35% 2.39% 13.74%

　（注）１．国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　　　２．各区分に属する主な国または地域

　　　　　(１)　北　　　　米………米国

　　　　　(２)　その他の地域………アジア、ヨーロッパ
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8．役員の異動

　該当事項はありません。
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