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1.  21年8月期の連結業績（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年8月期 74,256 △39.9 2,664 24.3 △5,112 ― △14,383 ―

20年8月期 123,535 △4.8 2,142 627.4 △11,066 ― △30,177 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年8月期 △5,078.80 ― △70.3 △5.7 3.6
20年8月期 △13,459.43 ― △67.7 △7.9 1.7

（参考） 持分法投資損益 21年8月期  △267百万円 20年8月期  △776百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年8月期 56,682 17,243 19.0 3,081.55
20年8月期 121,316 43,992 24.8 12,954.11

（参考） 自己資本   21年8月期  10,769百万円 20年8月期  30,136百万円

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

百万円 百万円 百万円 百万円

21年8月期 △898 △380 △4,526 5,894
20年8月期 1,058 △9,112 △5,085 13,075

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年8月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年8月期の連結業績予想（平成21年9月1日～平成22年8月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

17,000 △60.8 1,200 △3.2 500 ― 180 ― 51.38

通期 40,000 △46.1 2,800 5.1 1,300 ― 500 ― 142.74
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

（注）詳細は、11ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、24ページ「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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、38ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名        ――― ） 除外 2社 （社名
日活株式会社、Index Asia Pacific Li
mited

）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年8月期 3,502,731株 20年8月期 2,334,450株

② 期末自己株式数 21年8月期  8,034株 20年8月期  8,034株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年8月期の個別業績（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年8月期 236 462.7 △1,083 ― △8,701 ― △24,585 ―

20年8月期 41 △95.4 △1,759 ― △13,344 ― △36,962 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年8月期 △8,681.27 ―

20年8月期 △16,486.04 ―

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

21年8月期 35,569 15,015 42.2 4,296.58
20年8月期 69,981 31,184 44.6 13,404.34

（参考） 自己資本 21年8月期  15,015百万円 20年8月期  31,184百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前
提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用
にあたっての注意事項等につきましては、添付資料４ページをご参照ください。 
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（1）経営成績に関する分析

① 当連結会計年度の経営成績

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融危機以降、広範な業

種にわたる景気の悪化が進行して、企業収益は大幅に減少し、雇用情勢も急激に深刻化するなど、不況への懸念

が強まる状況で推移いたしました。当社グループを取り巻く事業環境におきましても、先行きへの不透明感から

依然として個人消費マインドの冷え込みや消費者の選別志向が強く、厳しい情勢下にありました。

こうした環境下で、当社グループ事業につきましては、前連結会計年度から推進しておりますグループ各社の

再編・統合による管理コストの削減を進めながら、グループ各社独自の営業体制の強化を図ることにより、収益

力の回復に注力いたしました。

これらの結果、当連結会計年度の売上高は74,256百万円（前年同期比39.9％減）となる一方で、継続的に取り

組んでまいりました利益率の改善により、2,664百万円の営業利益（前年同期比24.3％増）を計上いたしまし

た。

一方、株式市場の低迷に伴い、保有する有価証券及び金銭債権の評価損、貸倒引当金繰入額等が発生したため

営業外費用9,959百万円を計上、また不採算事業からの撤退及びコンテンツ資産の減損処理を推し進めたことな

どにより、特別損失15,197百万円を計上いたしました。このため、5,112百万円の経常損失（前年同期は11,066

百万円の経常損失）、最終損益につきましては、14,383百万円の当期純損失（前年同期は30,177百万円の当期純

損失）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

(モバイル＆ソリューション事業)

当セグメントにつきましては、株式会社インデックスにおけるモバイルソリューション事業のシステム受託

開発、及びモバイル統合パッケージ製品IMBSを含むソフトウェア販売、モバイルマーケティング・プロモーシ

ョンに関連する売上、利益が大幅に伸張いたしました。自社モバイルコンテンツ事業およびパートナーとの共

同モバイルコンテンツにおける会員数の伸張も順調に推移しました。

その一方、株式会社ネットインデックスは、当連結会計年度において音声端末、W-SIMカード、データ通信

カードの販売数量が減少した分を、リストラクチャリングでカバーすべく努め、その効果は利益に貢献しつつ

あります。

また海外では、Index Asia Pacific Limitedグループにおける中国での不採算事業からの撤退により売上が

減少したこと、及び欧州においては大幅なリストラクチャリングに伴う事業縮小により売上が減少しました。

なお、当連結会計年度において、Index Asia Pacific Limitedが第三者割当増資による持分比率低下のた

め、連結の範囲から除外したことで、減収となりました。

その結果、当連結会計年度における売上高は28,830百万円（前年同期比48.1％減）、営業利益は3,163百万

円（前年同期比77.2％増）となりました。

(エンタテイメント事業)

当セグメントにつきましては、株式会社マッドハウスにおいて「リロアンドスティッチ」「はじめの一歩」

「ライトバック」など、TVアニメーションの制作受注が順調に推移し売上に貢献した一方、アニメーション事

業の視聴環境の変化より保有コンテンツのビデオパッケージ販売の低下、及び保有コンテンツの売却による印

税収入が減少しました。

株式会社アトラスにおいては、国内新作ゲームソフト「女神異聞録デビルサバイバー」（DS）、「デビルサ

マナー葛葉ライドウ対アバドン王」（PS2）、「ペルソナ」（PSP）を発売し、計画を上回る好調な販売実績を

あげました。同社の業務用ゲーム関連事業は平成21年3月末をもって事業を廃止し、今後の赤字要因を解消す

ることに努めました。同社のアミューズメント関連事業に関しては平成21年９月17日に発表いたしましたとお

り、当該事業を分社化（新設分割）し、当該新設会社の株式の86.0％を中小企業レジャー機構株式会社へ譲渡

することを同社の取締役会にて決議しております。

また同社グループ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―」及び「夢世界―武林

外伝―」は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計画を下回る結果となり

ました。

海外では、引き続きGRENOBLE FOOT 38 SASPのフランス1部リーグ昇格に伴う放映料の増加などが売上に貢献

いたしました。

１．経営成績
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なお、当連結会計年度において、日活株式会社、株式会社インターチャネルが売却のため連結の範囲から除

外したことで減収となりました。

その結果、当期連結会計年度における売上高は33,960百万円（前年同期比31.9%減）、営業利益は660百万円

（前年同期比68.2％減）となりました。

(コマース＆出版事業)

当セグメントにつきましては、スタイル・インデックス株式会社において、人気ブランドの売上が業績に貢

献するものの、昨今の個人消費の停滞という外部環境の影響も重なり減収を余儀なくされております。

なお、当連結会計年度において、株式会社東京テレビランドが売却のため、株式会社インデックス・コミュ

ニケーションズが第三者割当増資による持分比率低下のため、連結の範囲から除外したことで減収となりまし

た。

その結果、当連結会計年度における売上高は11,790百万円（前年同期比37.3％減）、営業利益は146百万円

（前年同期比42.2％増）となりました。

また、所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

(日本)

国内におきましては、前年度から引き続きグループ各社の再編・統合、不採算事業からの早期撤退を実現

し、営業利益のＶ字回復に努めました。これらの結果、売上高は58,260百万円（前年同期比40.7％減）、営業

利益は4,215百万円（前年同期比21.5％増）となりました。

(北米)

米国におきましては、株式会社アトラスの在外子会社において、新たにオンラインゲーム事業に参入するこ

とになりましたが、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。その結果、売上高は2,732

百万円（前年同期比15.5％減）、営業損失は104百万円（前年同期は488百万円の営業利益）となりました。

(欧州)

欧州におきましては、Index Multimedia SAのチャットサービス事業「Bien Etre」は比較的堅調に売上推移

したほか、CRM事業外販売のBiz Devが売上、利益ともに貢献しました。しかしIndex Multimedia SAのリスト

ラクチャリングによるコスト増と規模縮小による売上高の大幅な減少が影響し、売上高は11,851百万円（前年

同期比33.6％減）、営業損失は109百万円（前年同期は228百万円の営業利益）となりました。

(アジア)

中国におきましては、Index Asia Pacific Limited等の売却により売上高の大幅な減少が影響し、売上高

1,533百万円（前年同期比66.2％減）、営業利益は88百万円（前年同期比35.0％増）となりました。

② 次期の見通し

次期の見通しにつきまして、連結売上高40,000百万円、連結営業利益2,800百万円、連結経常利益1,300百万

円、連結当期純利益500百万円となる見込みです。

モバイル＆ソリューション事業は、放送局向けコンテンツ事業及び一般企業向けソリューション事業が業績に

貢献します。また、海外において、リストラクチャリングが終了したIndex Multimedia SA による着実な利益貢

献と、さらに中東・インドへ事業領域を拡大することを計画しております。それらにより、売上高20,500百万

円、営業利益2,050百万円の見通しです。

エンタテイメント事業は、ゲーム事業、特にオンラインゲームが引き続き業績に寄与し、売上高20,000百万

円、営業利益1,500百万円の見通しです。

なお、コマース＆出版事業につきまして、当社グループの事業領域をモバイル及びエンタテイメントに絞り、

今後はモバイルを活用したメディアへの展開及びオンラインゲーム等の収益性の高い事業に経営資源を集中さ

せ、財務体質の強化、並びに収益力の回復に注力する方針により、当事業セグメントは縮小するため、次期の連

結財務諸表に与える影響は軽微な見通しです。
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（2）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ64,634百万円減少して、56,682百万円となりました。主な

要因といたしましては、在外子会社ののれん代15,139百万円を償却したこと、連結子会社を連結除外したことにより

43,855百万円減少したこと、投資有価証券の減少（前年同期比5,709百万円減）などがあげられます

負債は、前連結会計年度末に比べ37,885百万円減少し、39,438百万円となりました。主な要因といたしましては、

財務体質の健全化を対処すべき課題として有利子負債の削減に努めたことにより、短期借入金の減少（前年同期比

16,996百万円減）、長期借入金の減少（前年同期比2,637百万円減）、社債の償還（前年同期比1,510百万円減）

があげられ、さらに支払手形及び買掛金の減少（前年同期比9,968百万円減）があげられます。

また、純資産につきましては、純資産につきましては、第三者割当増資等により、資本金が2,040百万円、資本準

備金が2,040百万円増加し、利益剰余金の減少（前年同期比25,030百万円減）などにより、前連結会計年度末に比し

20,948百万円減少し、4,521百万円となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度に比し7,181百万円減の5,894百万円と

なりました。なお、各キャッシュ・フローの状況等につきましては以下のとおりとなっております。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比し1,956百万円減少し、898百

万円の現金及び現金同等物の減少となりました。

主な要因としましては、税金等調整前当期純損失を16,284百万円計上したものの、減価償却費（2,935百万円）、

減損損失（3,396百万円）、貸倒引当金の増加（1,891百万円）、投資有価証券売却損（2,459百万円）、投資有価証

券評価損（3,964百万円）などの非現金支出費用及び損失が多かったことで、小計が978百万円の現金及び現金同等物

の増加となったもの、利息の支払が増加（1,919百万円の支出、前年同期比1,087百万円）したことが挙げられます。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ8,732百万円改善し、380百

万円の現金及び現金同等物の減少となりました。

主な要因としましては、投資有価証券の取得による支出が増加（4,965百万円 前年同期比2,074百万円）したもの

の、貸付金の回収による収入が増加（6,056百万円 前年同期比5,158百万円）したことが挙げられます。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比し559百万円増加して、4,526

百万円の現金及び現金同等物の減少となりました。

主な要因としましては、株式の発行による収入4,081百万円（前年同期比1,569百万円増）、少数株主への株式の発

行による収入7,193百万円（前年同期比6,579百万円増）があったものの、短期借入金及び長期借入金に係る支出

（△14,095百万円 前年同期比2,457百万円増）、長期借入れによる収入の減少（117百万円 前年同期比4,004百万

円減）、社債の償還による支出（△1,510百万円 前年同期比1,505百万円増）が挙げられます。
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

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

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

※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。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

※平成17年８月期から平成19年８月期、平成21年８月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオにつ

いては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

平成17年８月期 平成18年８月期 平成19年８月期 平成20年８月期 平成21年８月期

自己資本比率（％） 45.3 47.0 36.8 24.8 19.0

時価ベースの自己資本比率

（％）
122.5 120.5 53.7 26.1 23.8

債務償還年数（年） － － － 43.1 －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － － 1.3 －
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（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして位置づけており、利益配分につきましては、継続的

な安定配当を基本方針としております。しかしながら、当期の剰余金の配当につきましては、連結当期純損失が

14,383百万円計上するに至ったこと、並びに将来の積極的な事業展開と急激な経営環境の変化に対する備えとしての

内部留保を考慮し、総合的に勘案いたしまして、今期におきましては誠に遺憾ではありますが、無配とさせていただ

きます。株主の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、業績の向上に努め、全力を挙げて今後の復配を目指して

まいる所存でございますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

（4）事業等のリスク

当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性のある主な事項は以下のとおりであります。なお、

文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末において判断したものであります。

① 重要な子会社の業績動向に関するリスク

当社グループは、当社が純粋持株会社となりグループ会社にその事業内容を委譲し、持株会社によるグループ

経営を行っております。当該グループ会社の経営が悪化した場合、当社グループの業績は影響を受けることに

なります。

② 回収に関するリスク

当社グループの中核事業の一つである、携帯電話向けコンテンツ事業の収益構造は、各国における各移動体通

信キャリアが行う情報料回収代行サービスを用いて、直接利用者からコンテンツ情報料の回収ができることを

前提に組み立てられております。当社グループでは、今後コンテンツの制作・開発・運営業務のノウハウを活

かし、企業へのソリューション提案型サービス事業やＥＣ（電子商取引）事業等の業態拡大に努めていく所存

ですが、各移動体通信会社が情報料回収代行サービスを停止又は現在の契約約款を変更した場合、当社グルー

プの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

③ 版権元について

当社グループの事業には、版権元より著作権、著作隣接権等の使用許可を得ているものがあり、版権元自身が

同様の事業展開を行った場合等により、優良版権を獲得できなくなった場合には、当社グループの財政状態及

び経営成績に影響を与える可能性があります。

④ サービスの陳腐化について

当社グループが事業を展開しているモバイル、インターネットをはじめとするＩＴ関連業界は、商業活動に関

連する技術及び業界基準の急速な変化に左右される状況にあります。また、それに伴いユーザーニーズが変

化、多様化することが予想されます。これらの状況変化に対し、当社グループが適時に、かつ効率的に対応出

来なくなった場合、当社グループの業界における競争力は弱体化し、財政状態及び経営成績に影響を与える可

能性があります。

⑤ 競合について

当社グループが展開している事業において、当社グループと類似する事業を提供している事業者の事業拡大や

新規参入が相次いでおります。かかる状況は、当社グループの事業につき、大きな参入障壁がないことが一因

となっており、今後も激しい競争下に置かれるものと予想されます。当社グループの目論見どおり業績が推移

しない場合、かつ効率的に対応できない場合、当社グループの収益が低下し、経営成績及び財政状態に影響を

与える可能性があります。
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⑥ 携帯電話・ＰＨＳによるインターネット接続サービスの安定的・持続的成長について

携帯電話・ＰＨＳによるインターネット接続サービスの利用が引き続き増大するにつれて、通信インフラス

トラクチャーがネットワーク上の需要を処理しきれなくなり、その性能やサービスが低下するおそれがありま

す。各移動体通信キャリアは、これまでにも停電又はネットワーク・インフラストラクチャーに発生したその

他の遅延事由によるサービスの低下や停止を発生させております。このような停電又は遅延事由が頻繁に発生

した場合には、携帯電話・ＰＨＳによるインターネット接続サービスの利用者が伸び悩み、又は縮小するおそ

れがあります。また、携帯電話・ＰＨＳによるインターネット接続サービス利用者の増加率が当社グループの

予想を下回った場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

⑦ 海外事業について

当社グループは積極的に海外事業展開を行っておりますが、展開を行っている当該国において、為替、政

治、経済、法律、文化、慣習、競合会社等のカントリーリスク及び地理的要因等により、当社グループの経営

成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

⑧ 投融資について

当社グループはモバイル＆ソリューション事業、エンタテイメント事業を軸として、今後、幅広いビジネス展

開を積極的に行っていく方針であります。その実現のために設備投資、子会社設立、合弁事業の展開、買収等

について、国内外を問わず行うことも考えられます。当社グループといたしましては、投融資案件に対し、リ

スク及びリターンを従来に増して厳密に事前評価し投融資を行う予定ですが、投融資先の事業の状況が当社の

業績に与える影響を確実に予想することは困難であり、投融資額を回収できず、当社グループの経営成績及び

財政状態に影響を与える可能性があります。

⑨ 業務提携等について

当社グループはモバイル＆ソリューション事業、エンタテイメント事業を軸として、幅広いビジネス展開を行

っており、各種のプロジェクト等に関して、他社との業務提携、共同企画、共同研究等も積極的に取り組んで

おります。しかしながら、これらのプロジェクトが当社グループの予想どおり、当社グループの収益に貢献す

るという保証はなく、各プロジェクト等の進捗状況によっては、当社グループの経営成績及び財政状態に影響

を与える可能性があります。

⑩トラブルについて

携帯電話・ＰＨＳによるインターネット接続サービスは、様々な企業やユーザーを繋ぐ手段として、多様な

コミュニケーションを発達させております。一方、企業とユーザー又はユーザー間を結ぶ掲示板等のコミュニ

ケーションサービスは、他人を誹謗・中傷するようなメッセージ又は卑猥な言葉の書き込み、他人の所有権、

知的財産権、その他の権利やプライバシーを侵害する行為を行うこと、詐欺その他の違法行為、違法でなくと

も公序良俗に反する行為、などが行われる危険性が存在します。このようなことが社会問題化した場合、法的

規制や行政指導等が行われる可能性があります。

当社グループの企業とユーザー又はユーザー間を結ぶコンテンツサービスにおいて、当社グループでは他人

の誹謗・中傷、卑猥な言葉等の書き込み及び社会的モラルに反するような内容の有無を随時チェックするとと

もに、ユーザーサポート窓口を設け、情報・苦情を随時受け付けており、掲載が不適切と判断された場合、掲

載情報を削除しておりますが、当社グループの判断、見解が妥当であるとは保証できず、当社グループについ

ても情報交換の場を提供しているものとして責任追及がなされる可能性があります。
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⑪ 法的規制について

現在、当社グループでは、以下のような法的規制を受けております。

（イ） 電気通信事業法

（ロ） 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

（ハ） 不正アクセス行為の禁止等に関する法律

（ニ） 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

（ホ） 個人情報の保護に関する法律

（ヘ） 特定商取引に関する法律

当社グループでは、これらの法的規制を遵守徹底しておりますが、今後インターネット及び携帯電話の利用

者や関連する事業者を規制対象とする現行法令・条例の適用や新法令・条例等が制定されたり適用が明確にな

ったり、あるいは何らかの自主規制が求められた場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える

可能性があります。

⑫システムダウンについて

当社グループの事業には、コンピューターシステムを結ぶ通信ネットワークに依存するものがあり、自然災

害や事故等により通信ネットワークが切断された場合、当社グループの営業は不可能となります。また、アク

セス増等の一時的な過負荷によって当社グループあるいは携帯電話のサーバーが作動不能に陥ったり、当社グ

ループのハードウェア又はソフトウェアの欠陥により、正常な情報配信が行われなかったり、システムが停止

する可能性があります。更には、外部からの不正な手段によるコンピュータ内への侵入等の犯罪や役職員の過

誤等によって、当社グループのページが書き換えられたり、重要なデータを消去又は不正に入手されたりする

おそれもあります。これらの障害が発生した場合には、当社グループに直接的損害が生じるほか、当社グルー

プのサーバーの作動不能や欠陥等に起因する取引の停止等については、当社グループシステム自体への信頼性

の低下を招きかねず、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

⑬知的財産権について

当社グループではコンテンツサービス名称を重要な財産と考え、積極的な商標権を取得しております。ただ

し、商標権の獲得に成功した場合でも、商標が認知されるためには、プロモーション等に多大な時間とコスト

が必要となることが多く、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

また、当社グループでは第三者の知的財産権を侵害せぬよう常に留意し、調査を行っておりますが、当社グ

ループの調査範囲が十分で、かつ見解が妥当であるとは保証できません。もし、当社グループが第三者の知的

財産権をそうとは知らずに侵害し、損害賠償請求、差止請求等がなされた場合、かかる請求による負担は当社

グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

⑭ 個人のプライバシーについて

当社グループは、コンテンツ利用の申込みをした携帯電話利用者の携帯電話番号やメールアドレスを知る立場

にあります。これら当社グループが知り得た情報については、社内において技術担当部門が厳重に管理してお

りますが、社内管理体制の瑕疵等によりこれらの情報が外部に漏洩した場合、当社グループへの損害賠償請求

や信用の低下等によって当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

⑮ 有利子負債について

近年においては事業戦略に基づくＭ＆Ａ等を実施してきており、これらの資金については、主に借入金によ

って賄ってまいりました。これらの結果、当連結会計年度における当社グループの総資産に占める有利子負債

率は45.3%となっております。平成21年８月期におきましても有利子負債残高の削減に注力しており、今後さ

らに財務体質の健全化を図る方針ではありますが、当社グループの経営成績は金利の動向を受けやすくなって

おり、事業計画や財政状態が悪影響を受ける可能性があります。

なお、契約において担保切替条項や財務制限条項が規定されている場合もあり、当社グループの経営成績や

財務状態において信用力が悪化する場合には、契約条項に基づき借入金の一括返済を求められたり、新たな担

保権の設定を迫られる可能性もあります。
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⑯ 事業活動を継続する前提に関する重要事象等

当社グループの当連結会計年度における経営に重要な影響を及ぼす事象として、平成19年8月期から連続し

て大幅な当期純損失の計上が挙げられます。

当連結会計年度におきまして、金融危機による株価暴落の影響で、投資有価証券の売却損ならびに評価損を

計上し、個人消費の低迷や企業業績の悪化による不透明な景気状況を踏まえて、グループ会社の徹底した選択

と集中に基づく戦略として、不採算事業の事業撤退、減損処理を推し進めたことにより、14,383百万円の当期

純損失を計上することとなりました。

このような状況のもと当社グループの最重要課題は、有利子負債の削減であると認識しております。平成19

年８月期の有利子負債（連結）は54,572百万円で、当社グループ業績が低迷したために、EBITDA（＝営業利益

＋減価償却費）との倍率が約15.5倍でありました。当社は有利子負債をEBITDAの５倍以内とすることを経営目

標を掲げて財務体質強化を実施し、平成20年８月期から当連結会計年度において、主に保有資産の売却による

借入返済で有利子負債（連結）は25,709百万円まで圧縮でき、当社グループ業績の回復に伴い、EBITDA倍率は

4.59倍まで改善できました。

以上より、連続して当期純損失を計上したことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況

が存在しておりますが、徹底した選択と集中に基づく経営資源の集中・不採算事業の撤退や当社グループの最

重要課題である有利子負債の削減を実現できていることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性はない

もの判断しております。

⑰ アニメーションビジネスに係るリスク

当社グループは、アニメーションビジネスを展開しており、常に高品質なアニメーションを企画・製作する

ことを心がけておりますが、アニメーションの人気は作品により差異が大きく、全てヒットするとは限りませ

ん。そのため複数の新規投入作品が一定の成績に達しない場合、当社グループの経営成績、財政状態等に影響

を及ぼす可能性があります。

⑱ ゲームソフトビジネスに係るリスク

当社グループは、ゲームソフトに係るビジネスを展開しており、既存製品や開発中の製品の陳腐化や、ゲーム

ソフト市場の影響により、売上や収益性に悪影響が生じる可能性があります。この場合、当社グループの経営

成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

以上のリスク発生の可能性を考慮した上で、発生の回避及びリスクの軽減に努めてまいります。
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当社グループ（当社及び当社の関係会社、以下同じ）は、純粋持株会社たる当社と連結子会社35社、非連結子会社

14社及び関連会社24社にて構成されております。

当社グループの事業内容、主要子会社及び関連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。

２．企業集団の状況

事業区分 事業内容 主要な会社

モバイル＆ソリュ
ーション事業

インターネットへ接続可能な携帯
電話（携帯IP接続端末）などへの
コンテンツの企画・開発・配信及
び顧客企業向けのシステム受託開
発、端末製造、ＩＴ事業投資など
のソリューション提供

国内 子会社

㈱インデックス

ポイントオン㈱

㈱ネットインデックス

㈱ネットインデックス・イー・エス

㈱ネットモバイル

他2社

関連会社

１社

海外 子会社

Haiku S.A.S

Index Europe Holdings Limited

Index Multimedia SA

他16社

関連会社

1社

エンタテイメント
事業

アニメ、ゲーム、映画等のコンテ
ンツの著作権の取得並びに企画、
製作及び流通

国内 子会社

㈱マッドハウス

㈱アトラス

㈱ダイナモピクチャーズ

他５社

関連会社

４社

海外 子会社

GRENOBLE FOOT 38 SASP

コマース＆出版事
業

書籍、雑誌等の編集、出版及び同
媒体と連動した通販事業（モバイ
ル、ネットTV等マルチプラットフ
ォーム展開）、バーチャル/リア
ルの店舗運営

国内 関連会社

スタイル・インデックス㈱
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以上の内容を図示しますと以下のとおりとなります。
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（1）会社の経営の基本方針

当社グループは、モバイルを始めとした多様なコミュニケーションインフラを通して、様々なコンテンツやサービ

スを人々の生活や社会に提供する事により、豊かなライフ・スタイル、新たなビジネス・スタイルを創造していくこ

とを企業理念としております。

この企業理念を実現するため、①常に利用者、顧客の視点に立ったサービスの提供に努め、②社員の自主性を尊重

し、その可能性を信じ、その資質を十分に発揮させる事により常に新しい企業文化の育成に努め、③社会、株主、社

員、取引先に対し、利益の還元を行えるよう常に収益の確保と拡大に努める。

以上を経営の基本方針としております。

（2）目標とする経営指標

当社グループは、有利子負債に対するEBITDA倍率を財務面の健全化・強化の指標としております。当社グループ

は、EBITDA倍率を５倍以内にすることを目指しております。この目標を達成するべく、コア事業に注力し、当期純利

益の黒字の必達を掲げます。

（3）中長期的な会社の経営戦略

当社グループでは、これまでも、様々なコンテンツ及びソリューションを、コンピュータや携帯電話を中心とした

様々なプラットフォームを通じて提供してまいりました。今後も、長年培ったモバイルコンテンツ事業の技術・サー

ビス提案力を活かし、各分野で独自性の高いサービスを展開することで、顧客満足度の向上、企業収益の極大化を目

指してまいります。

この方針に基づく事業別の戦略展開は以下のとおりであります。

① モバイル＆ソリューション事業

モバイルを利用した情報ネットワークは、より一層の拡大と新たな取り組みが期待されています。当社グループは

各種メディアとアミューズメントに対し、より新しいコンテンツを提供してまいります。また、企業向けモバイルソ

リューション、特に金融向けモバイルソリューションの提供を戦略的に投入してまります。

② エンタテイメント事業

株式会社アトラスが保有する「真・女神転生」「ペルソナ」の二大タイトルをゲームソフト以外の製品としても幅

広く展開するなど最大限に利用していく他、このタイトルに続く第三のヒットゲームの開発に取り組みます。また、

アニメーション制作は採算性を重視するとともにより良い作品を制作してまいります。

③ 国際事業

当社子会社で欧州に拠点を置くIndex Multimedia SA が利益体質への改善が終了いたしました。同社を中心として

モバイル事情が近しい中東・インドに新たな取り組みを展開してまいります。

（4）会社の対処すべき課題

① 環境変化への対応

当社グループの事業領域の中心であるモバイル関連産業は、携帯電話端末の普及や端末機能の高度化及び通信速度

の高速化により、その市場規模を順調に拡大しております。提供可能なサービスの領域もコンテンツ配信のみにとど

まらず、ソリューション、広告、プロモーション、コミュニティなどへの多様化を加速させております。

また、フルブラウザの登場や、ワンセグ放送、番号ポータビリティなど、携帯電話を取り巻く環境も大きな変化が

継続的に発生しています。このような状況のもと当社グループといたしましては、市場のニーズに合い、且つ先進的

なサービスを常に提供していくために、市場のトレンドに対して常にアンテナを張り巡らせ、またパートナー企業及

び通信キャリアとの発展的な関係性維持に努めるとともに、今後もあらゆる環境の変化に対応可能な柔軟さと総合力

を備えた事業体制の構築を推進してまいります。

３．経営方針
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② グループ内シナジーの推進と持続的な成長力の確保

当社グループは、抜本的なグループ再編により重点事業分野が明確になりました（モバイル・ゲーム・アニメ）。

コンソールゲームのタイトルのライツをモバイルや実写に展開していくことで、コンテンツ収益の最大化を推進いた

します。今後は汎用性のあるコンテンツを制作または獲得することが持続的な利益の確保になります。

③ 間接コストの効率的な体制の確立

当社グループは大規模なグループ再編で法人数を大幅に削減いたしました。コア会社間の管理部門を統合すること

により、管理業務とシステムの一元化、また重複する機能の統廃合をすることにより更なる大幅な間接コストの削減

が可能となり、これを再編の最終フェーズと位置付けます。

④ 財務体質強化への対応

当グループは、グループ再編によりノンコア事業等の売却を積極的に推し進め、有利子負債の削減に努めてまいり

ました。今後はノンコア事業等の資産の売却をさらに進める一方で、売却で得た原資をコア事業にも注力すること

で、安定した収益の確保をおこなってまいります。

（5）内部管理体制の整備・運用状況

当該事項につきましては、「コーポレート・カバナンスに関する報告書」に記載しております。

（6）その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。
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４．連結財務諸表
（１）連結貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成20年８月31日)

当連結会計年度
(平成21年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,483 6,037
受取手形及び売掛金 22,622 8,037
有価証券 540 401
たな卸資産 10,781 －

商品及び製品 － 398
仕掛品 － 3,030
原材料及び貯蔵品 － 443
短期貸付金 － 6,651
繰延税金資産 1,195 366
その他 14,411 3,671
返品債権特別勘定 △46 －

貸倒引当金 △3,480 △3,292

流動資産合計 59,508 25,746

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,006 1,549
機械装置及び運搬具（純額） 263 19
土地 796 358
その他（純額） 3,781 2,413

有形固定資産合計 7,848 4,341

無形固定資産

のれん 17,911 －

営業権 44 －

ソフトウエア 2,446 954
ソフトウエア仮勘定 922 30
その他 1,413 480

無形固定資産合計 22,738 1,465

投資その他の資産

投資有価証券 25,103 19,393
長期貸付金 9,114 11,404
繰延税金資産 430 432
その他 8,590 6,554

貸倒引当金 △12,017 △12,655

投資その他の資産合計 31,221 25,129

固定資産合計 61,808 30,936

資産合計 121,316 56,682
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成20年８月31日)

当連結会計年度
(平成21年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 14,591 4,622
短期借入金 41,256 24,260
未払金 5,822 3,342
未払法人税等 950 780
賞与引当金 366 215
繰延税金負債 52 1
返品調整引当金 160 39
係争引当金 228
その他 6,650 2,835

流動負債合計 69,850 36,325

固定負債

長期借入金 4,086 1,448
退職給付引当金 600 53
役員退職慰労引当金 63 33
係争引当金 645 565
繰延税金負債 447 208
負ののれん － 1
その他 1,630 802

固定負債合計 7,473 3,113

負債合計 77,324 39,438

純資産の部

株主資本

資本金 37,338 39,379
資本剰余金 31,449 33,490
利益剰余金 △43,081 △68,111

自己株式 △236 △236

株主資本合計 25,469 4,521

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △514 4,063
為替換算調整勘定 5,181 2,184

評価・換算差額等合計 4,666 6,248

新株予約権 146 186
少数株主持分 13,709 6,288

純資産合計 43,992 17,243

負債純資産合計 121,316 56,682
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（２）連結損益計算書

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

売上高 123,535 74,256
売上原価 81,327 49,138

売上総利益 42,208 25,117

返品調整引当金繰入額 － 22
返品調整引当金戻入額 9 31

差引売上総利益 42,217 25,126

販売費及び一般管理費

役員報酬 1,191 754
給与手当 10,945 5,870
貸倒引当金繰入額 312 300
賞与引当金繰入額 287 216
販売促進費 11,432 5,754
退職給付費用 118 86
役員退職慰労引当金繰入額 12 12
支払手数料 1,363 1,142
その他 14,412 8,325

販売費及び一般管理費合計 40,075 22,462

営業利益 2,142 2,664

営業外収益

受取利息 615 533
受取配当金 257 145
投資有価証券売却益 255 372
負ののれん償却額 775 782
その他 971 349

営業外収益合計 2,875 2,183

営業外費用

支払利息 1,109 1,640
株式交付費 21 22
投資有価証券売却損 － 1,932
投資有価証券評価損 6,543 3,326
持分法による投資損失 776 267
貸倒引当金繰入額 5,913 －

その他 1,720 2,769

営業外費用合計 16,084 9,959

経常利益又は経常損失（△） △11,066 △5,112
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

特別利益

持分変動利益 522 1,151
関係会社株式売却益 272 1,931
投資有価証券売却益 18 91
事業売却益 150 －

貸倒引当金戻入額 － 731
その他 464 118

特別利益合計 1,429 4,024

特別損失

固定資産売却損 115 16
固定資産除却損 511 439
減損損失 13,797 3,396
投資有価証券評価損 794 637
関係会社株式売却損 683 1,506
たな卸資産除却損 401 427
貸倒引当金繰入額 900 2,573
事業撤退損 595 1,789
その他 3,110 4,409

特別損失合計 20,910 15,197

税金等調整前当期純損失（△） △30,547 △16,284

法人税、住民税及び事業税 1,084 790
法人税等調整額 △142 127

法人税等合計 941 917

少数株主損失（△） △1,312 △2,819

当期純損失（△） △30,177 △14,383
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（３）連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 36,071 37,338
当期変動額

新株の発行 1,267 2,040

当期変動額合計 1,267 2,040

当期末残高 37,338 39,379

資本剰余金

前期末残高 36,418 31,449
当期変動額

新株の発行 1,267 2,040
剰余金の配当 △424 －

欠損填補による取崩 △5,811 －

当期変動額合計 △4,968 2,040

当期末残高 31,449 33,490

利益剰余金

前期末残高 △18,901 △43,081

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △15,139

当期変動額

欠損填補による取崩 5,811 －

当期純損失（△） △30,177 △14,383

新規連結に伴う増加 31 10
新規連結に伴う減少、利益剰余金 △0

連結除外に伴う増加 38 4,863
連結除外に伴う減少、利益剰余金 △381

持分法適用会社減少に伴う増加 116 －

当期変動額合計 △24,179 △9,890

当期末残高 △43,081 △68,111

自己株式

前期末残高 △236 △236

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △236 △236

株主資本合計

前期末残高 53,350 25,469
在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △15,139

当期変動額

新株の発行 2,534 4,081
剰余金の配当 △424 －

欠損填補による取崩 － －
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

当期純損失（△） △30,177 △14,383

新規連結に伴う増加 31 10
新規連結に伴う減少、株主資本 △0

連結除外に伴う増加 38 4,863
連結除外に伴う減少、株主資本 △381

持分法適用会社減少に伴う増加 116 －

当期変動額合計 △27,881 △5,809

当期末残高 25,469 4,521

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △2,225 △514

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,711 4,577

当期変動額合計 1,711 4,577

当期末残高 △514 4,063

為替換算調整勘定

前期末残高 7,861 5,181
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,680 △2,996

当期変動額合計 △2,680 △2,996

当期末残高 5,181 2,184

評価・換算差額等合計

前期末残高 5,635 4,666
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △969 1,581

当期変動額合計 △969 1,581

当期末残高 4,666 6,248

新株予約権

前期末残高 146 146
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 40

当期変動額合計 － 40

当期末残高 146 186

少数株主持分

前期末残高 15,414 13,709
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,704 △7,421

当期変動額合計 △1,704 △7,421

当期末残高 13,709 6,288
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

純資産合計

前期末残高 74,547 43,992
在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △15,139

当期変動額

新株の発行 2,534 4,081
剰余金の配当 △424 －

欠損填補による取崩 － －

当期純損失（△） △30,177 △14,383

新規連結に伴う増加 31 10
新規連結に伴う減少、純資産 △0

連結除外に伴う増加 38 4,863
連結除外に伴う減少、純資産 △381

持分法適用会社減少に伴う増加 116 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,673 △5,799

当期変動額合計 △30,554 △11,608

当期末残高 43,992 17,243
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △30,547 △16,284

減価償却費 4,384 2,935
減損損失 13,797 3,396
貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,017 1,891
返品債権特別勘定の増減額 △8 △6

返品調整引当金の増減額（△は減少） △9 14
退職給付引当金の増減額（△は減少） 36 19
賞与引当金の増減額（△は減少） 33 1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △84 △23

係争引当金の増減額 645 166
のれん及び負ののれん償却額 △406 △572

受取利息及び受取配当金 △873 △678

支払利息 1,109 1,640
為替差損益（△は益） 267 980
株式交付費 21 22
投資有価証券売却損益（△は益） 607 2,459
投資有価証券評価損益（△は益） 7,337 3,964
関係会社株式売却損益（△は益） 410 △425

関係会社株式評価損 873 691
持分法による投資損益（△は益） 776 267
持分変動損益（△は益） △522 △1,151

固定資産除売却損益（△は益） 579 450
売上債権の増減額（△は増加） △3,982 3,738
たな卸資産の増減額（△は増加） △1,723 457
仕入債務の増減額（△は減少） 188 △4,340

未払消費税等の増減額（△は減少） △228 293
その他 3,081 1,071

小計 2,782 978

利息及び配当金の受取額 609 550
利息の支払額 △832 △1,919

法人税等の支払額 △1,501 △508

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,058 △898
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △3,638 △1,791

有形固定資産の売却による収入 618 57
ソフトウエアの取得による支出 △2,738 △783

ソフトウェアの売却による収入 4 －

有価証券の償還による収入 － 584
投資有価証券の取得による支出 △2,891 △4,965

投資有価証券の売却による収入 10,456 9,589
関係会社株式の取得による支出 △3,996 △1,219

関係会社株式の売却による収入 643 345
新規連結子会社の取得による収支 35 －

連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収支 △814 1,018
貸付けによる支出 △6,358 △8,799

貸付金の回収による収入 898 6,056
定期預金の預入による支出 △870 △445

定期預金解約による収入 400 799
その他 △859 △827

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,112 △380

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △8,160 △11,852

長期借入れによる収入 4,121 117
長期借入金の返済による支出 △3,477 △2,242

リース債務の支払による支出 △156 △175

社債の償還による支出 △5 △1,510

株式の発行による収入 2,512 4,081
少数株主への株式の発行による収入 614 7,193
子会社の自己株式の取得による支出 △198 △0

配当金の支払額 △421 △5

少数株主への配当金の支払額 △7 △35

その他 92 △97

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,085 △4,526

現金及び現金同等物に係る換算差額 △194 △75

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △13,334 △5,880

現金及び現金同等物の期首残高 25,081 13,075
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少） 1,327 △1,299

現金及び現金同等物の期末残高 13,075 5,894
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該当事項はありません。

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数 78社

主要な連結子会社の名称は「第１ 企

業の概況 ４．関係会社の状況」に記

載しているため省略しております。

㈱インデックス・イマジナックは、

当社子会社㈱リアルシードに吸収合併

され、㈱インデックスネクストへ社名

変更いたしました。更に同社はインデ

ックスミーメディア㈱を吸収合併し、

また平成20年８月に売却に至っており

ます。連結上は当連結会計期間に係る

損益計算書のみを取込んでおります。

㈱インデックス・ヴィジュアルアン

ドゲームズは、同社子会社である㈱イ

ンターチャネル・ホロンへ吸収合併さ

れております。それに伴い、存続会社

名を㈱インターチャネルへ変更いたし

ました。

㈱インデックス・クロスメディアマ

ーケティングの子会社である㈱オーエ

スピー及び同社子会社１社、アウトソ

ーシング・インベストメント㈱及び同

社子会社２社は、平成20年８月に株式

売却により連結子会社ではなくなりま

した。なお、連結上は当連結会計期間

に係る損益計算書のみを取込んでおり

ます。

上記の他、国内子会社のうち３社は

売却により、１社は清算により、３社

は連結子会社との合併による消滅に伴

い連結子会社ではなくなっておりま

す。

また、在外子会社のうち１社が売却

により、５社が清算により連結の範囲

より除外しております。

いずれの会社も、連結の範囲より除

いた時までの損益計算書について連結

を行っております。

㈱シルバーアロー・モバイルは平成

19年10月における株式取得により、当

連結会計年度より連結子会社といたし

ました。

(1)連結子会社の数 35社

主要な連結子会社の名称は「第１ 企

業の概況 ４．関係会社の状況」に記

載しているため省略しております。

第１四半期連結会計期間において、

Atlus Shanghai Digital Image

Co.,Ltd.については、清算結了の目処が

ついたため、連結の範囲から除外してお

ります。Azoto B.V.については、2008年

７月６日に清算結了したため、連結から

除外しております。

Olympia Media BVIの傘下となりまし

たFujian Shifang Culture Propagation

Co.,Ltd.他４社については、株式交換に

よる持分低下のため、連結から除外し持

分法適用の範囲に含めております。

第２四半期連結会計期間において、㈱

エフプラスについては、重要性が増した

ため、連結の範囲に含めております。㈱

インデックス・コミュニケーションズに

ついては、第三者割当増資による持分比

率低下のため、連結の範囲から除外して

おります。㈱テック・インデックス他１

社については、売却により連結の範囲か

ら除外しております。㈱インデックス・

ライツは、第三者割当増資による持分比

率低下のため、日活㈱他４社は売却のた

め、連結から除外し持分法適用の範囲に

含めております。

第３四半期連結会計期間において、

Index Asia Pacific Limitedについて

は、第三者割当増資による持分比率低下

のため、その関係会社とともに連結の範

囲から除外しております。Index Cellに

つきましては、2009年１月１日にIndex

Multimedia SAに吸収合併され、連結の

範囲から除外しております。㈱インター

チャネル及びその子会社２社は、売却の

ため連結から除外し持分法適用の範囲に

含めております。データスタジアム㈱及

び他１社については、売却のため連結か

ら除外しております。また、㈱プロジェ

クト・ブルは解散のため連結の範囲から

除外しております。
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項目
前連結会計年度

（自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日）

インデックスITソリューション投資事業組

合は、重要性が増したことにより、当連結

会計年度より連結の範囲に含めておりま

す。

上記の他、在外子会社４社は設立により、

３社は株式取得に伴う支配獲得により、当

連結会計年度より連結の範囲に含めており

ます。

第４四半期連結会計期間において、現代イ

ンデックス㈱及び㈱エフプラスについて

は、株式売却により連結の範囲から除外し

ております。Notedeal及びStarpostについ

ては2009年５月26日に清算が完了したた

め、連結の範囲から除外しております。ス

タイル・インデックス㈱については、売却

のため連結から除外し、持分法適用の範囲

に含めております。

いずれの会社も、連結の範囲より除いた

時までの期間の損益及び剰余金ならびにキ

ャッシュ・フローは連結損益計算書及び連

結キャッシュ・フローに含めております。

㈱メイン・エンタテインメントは平成21

年7月、子会社である㈱アトラスにおける

株式取得により、当連結会計年度より連結

の範囲に含めております。

(2)主要な非連結子会社の名称等

㈱インデックス沖縄

㈱テモ

他20社

非連結子会社は、総資産、売上高、

当期純損益及び利益剰余金等のうち持

分に見合う額は、いずれも連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていないた

め、連結の範囲から除外しておりま

す。

(2)主要な非連結子会社の名称等

㈱インデックス沖縄

㈱テモ

他12社

同左
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項目
前連結会計年度

（自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日）

２．持分法の適用に関する事

項

(1)持分法適用の関連会社数 ４社

㈱アーデント・ウィッシュ

㈱さくらパートナー

他２社

㈱ティーツーアイエンターテイメン

トは、保有株式の売却により当連結会

計年度より持分法適用関連会社ではな

くなりました。

㈱フィスコは、重要性がなくなった

ことに伴い、当連結会計年度より持分

法の適用範囲から除外しております。

また、在外関連会社１社は、売却に

より、１社は清算により、当連結会計

年度より持分法の適用範囲から除いて

おります。

(1)持分法適用の関連会社数 ７社

㈱アーデント・ウィッシュ

㈱インターチャネル

スタイル・インデックス㈱

他４社

第１四半期連結会計期間より、

Olympia Media BVIは株式交換による取

得で重要性が増したため、持分法適用

の範囲に含めております。

Olympia Media BVIの傘下となりました

Fujian Shifang Culture Propagation

Co.,Ltd.他４社は連結から除外し、持

分法適用の範囲に含めております。

第２四半期連結会計期間より、㈱イ

ンデックス・ライツ他１社は連結から

除外し、持分法適用の範囲に含めてお

ります。㈱インデックス・クロスメデ

ィアマーケティング他３社は、売却に

よる持分低下により第２四半期連結会

計期間より連結から除外し持分法適用

の範囲に含めておりましたが、更なる

売却により第２四半期連結会計期間末

において持分法適用の範囲から除外し

ております。

第３四半期連結会計期間より、㈱さ

くらパートナー及び日活㈱は、売却の

ため持分法適用の範囲から除外してお

ります。㈱インターチャネル及びその

子会社２社は連結から除外し、持分法

適用の範囲に含めております。Index

Asia Pacific Limitedの連結除外に伴

い、Olympia Media BVI及びその傘下で

あるFujian Shifang Culture

Propagation Co.,Ltd.他４社は、第３

四半期連結会計期間末において持分法

適用の範囲から除外しております。

第４四半期連結会計期間より、スタ

イル・インデックス㈱は、株式売却の

ため連結から除外し、持分法適用の範

囲に含めております。

The Mobile Entertainment Channel

Corporationは清算により、第４四半期

連結会計期間期首より持分法適用の範

囲から除外しております。

㈱インデックス・ホールディングス（4835）　平成21年8月期決算短信

－ 26 －



項目
前連結会計年度

（自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日）

(2)持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社のうち主要な会社等の名称

㈱インデックス沖縄

㈱テモ

トライクル㈱

他32社

持分法非適用会社は、それぞれ当期

純損益及び利益剰余金等のうち持分に

見合う額はいずれも連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であり、かつ全体とし

て重要性が乏しいため、持分法の適用

範囲から除外しております。

(2)持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社のうち主要な会社等の名称

㈱インデックス沖縄

㈱テモ

Index Middle East Limited

他28社

同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

海外連結子会社のうち、中国本土に拠点

を置くPower Genius Holdings Limited他

４社、Fujian Shifang他４社、Sino Asia

Management Limited他２社、Atlus

Shanghai Digital Image Co., Ltd.、米国

に拠点を置くThe Mobile Entertainment

Channel Corporation、及びフランスに拠

点を置くIndex Multimedia SA社の子会社

のうち３社の決算日は12月31日でありま

す。また、タイに拠点を置くLithium Way

Co., Ltd.他２社の決算日は９月30日であ

ります。その他、在外子会社29社の決算日

は６月30日であります。

また、国内連結子会社のうち、㈱シルバ

ーアロー・モバイルの決算日は１月31日、

㈱ネットインデックス他４社の決算日は３

月31日、㈱インデックス・ライツ他１社の

決算日は５月31日、㈱インデックス・コミ

ュニケーションズ他２社の決算日は６月30

日、日活㈱他２社の決算日は７月31日であ

ります。

連結財務諸表の作成に当たっては、６月

30日及び７月31日決算子会社につきまして

は、同決算日現在の財務諸表を利用し、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。

また、12月31日決算子会社につきまして

は、６月30日現在及び連結決算日現在で実

施した仮決算に基づく財務諸表、１月31

日、３月31日及び５月31日決算子会社につ

きましては、連結決算日現在で実施した仮

決算に基づく財務諸表を使用しておりま

す。

四半期報告制度の導入に伴い、連結手続

きの円滑化を目的として、国内連結子会社

のうち、従来、決算日が８月31日であった

㈱マッドハウス他５社の決算日は７月31日

に変更しました。この結果、当連結会計年

度は、平成20年９月１日から平成21年７月

31日までの11ヶ月間となります。但し、そ

のうち㈱インデックス・クロスメディアマ

ーケティングについては、第２四半期連結

会計期間期首より持分法により取り込み、

株式売却により第２四半期連結会計期間末

に連結除外しております。㈱東京テレビラ

ンドについても、株式売却により第２四半

期連結会計期間末に連結除外しておりま

す。現代インデックス㈱については、株式

売却により、第４四半期連結会計期間期首

に連結の範囲から除外しております。

従来、決算日が８月31日であった㈱ダイ

ナモピクチャーズ他５社の決算日は６月30

日に変更しました。この結果、当連結会計

年度は、平成20年９月１日から平成20年６

月30日までの10ヶ月間となります。但し、

そのうち㈱ソーファーストコーポレーショ

ン他２社については、第２四半期連結会計

期間期首より持分法により取り込み、株式

売却により第２四半期連結会計期間に連結

の範囲から除外しております。

従来、決算日が１月31日であった㈱シル

バーアロー・モバイルは、連結財務諸表の

作成に当たって８月31日を仮決算日とした

決算を行なっておりましたが、決算日を７

月31日に変更しました。この結果、当連結

会計年度は、平成20年９月１日から平成21

年７月31日までの11ヶ月間となります。
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項目
前連結会計年度

（自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日）

従来、決算日が５月31日であった㈱イン

デックス・ライツは、連結財務諸表の作成

に当たって８月31日を仮決算日とした決算

を行なっておりましたが、仮決算日を７月

31日に変更しました。この結果、当連結会

計年度は、平成20年９月１日から平成21年

７月31日までの11ヶ月間となります。但

し、第２四半期連結会計期間中より持分法

により取り込んでおります。

従来、決算日が３月31日であった㈱ネッ

トインデックス他３社は、連結財務諸表の

作成に当たって８月31日を仮決算日とした

決算を行なっておりましたが、仮決算日を

６月30日に変更しました。この結果、当連

結会計年度は、平成20年９月１日から平成

21年６月30日までの10ヶ月間となります。

但し、そのうち㈱テック・インデックスに

ついては、株式売却により第２四半期連結

会計期間末に連結の範囲から除外しており

ます。

従来、決算日が７月31日であった日活㈱

は仮決算日を５月31日に変更しました。こ

の結果、当連結会計年度は、平成20年８月

１日から平成21年５月31日までの10ヶ月間

となります。但し、第３四半期連結会計期

間より持分法により取り込み、更なる株式

売却により第３四半期連結会計期間におい

て連結の範囲から除外しております。

また、海外連結子会社のうち決算日が12

月31日であったThe Mobile Entertainment

Channel Corporationは、連結財務諸表の

作成に当たって８月31日を仮決算日とした

決算を行なっておりましたが、仮決算日を

６月30日に変更しました。この結果、当連

結会計年度は、平成20年９月１日から平成

21年６月30日までの10ヶ月間となります。

但し、第３四半期連結会計期間末に連結の

範囲から除外し、持分法適用の範囲に含め

ておりましたが、清算により第４四半期連

結会計期間期首に持分法適用の範囲から除

外しております。

なお、連結決算日との間に生じた重要な

取引については、必要な調整を行い連結し

ております。
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項目
前連結会計年度

（自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日）

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

① 有価証券

a．子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しており

ます。（ただし、持分法適用会社株式を

除く。）

① 有価証券

a．子会社株式及び関連会社株式

同左

b．その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（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）を採用しております。在

外連結子会社は当該国の会計基準に

基づいた方法を採用しております。

b．その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用し

ております。

なお、金融商品取引法第２条第２

項により有価証券とみなされる投資

事業組合等への出資持分について

は、最近の決算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込む方法によっ

ております。

時価のないもの

同左

② デリバティブ

時価法

② デリバティブ

同左

③ たな卸資産

商品……主に総平均法による原価法

製品……主に総平均法又は移動平均法

による原価法

原材料…主に移動平均法による原価法

仕掛品…主に個別原価法

貯蔵品…主に先入先出法による原価法

又は最終仕入原価法

________________

③ たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下によ

る簿価切下げの方法）によっておりま

す。

商品……主に個別原価法又は移動平均

法による原価法

製品……主に移動平均法による原価法

原材料…主に移動平均法による原価法

仕掛品…主に個別原価法

貯蔵品…主に個別原価法又は最終仕入

原価法

（会計方針の変更）

当連結会計年度より「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日公表分）を適用して

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、営業利益及び経

常利益は82百万円それぞれ減少し、税金

等調整前当期純損失が344百万円増加して

おります。
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項目
前連結会計年度

（自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日）

(2)重要な減価償却資産の

減価償却の方法

① 有形固定資産

当社及び国内連結子会社は定率法を

採用しております。ただし、平成10年

４月１日以降に取得した建物（附属設

備を除く）は定額法によっておりま

す。在外連結子会社は当該国の会計基

準の規定に基づいた方法を採用してお

ります。

① 有形固定資産（リース資産を除く）

同左

主な耐用年数

建物及び構築物 ２～50年

機械装置及び運搬具 ２～11年

工具器具備品 ２～20年

主な耐用年数

建物及び構築物 ３～31年

機械装置及び運搬具 ２～10年

工具器具備品 ２～20年

（追加情報）

法人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得金額の５％

に到達した連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均等

償却し、減価償却費に含めて計上して

おります。なお、これによる当連結会

計年度の損益に与える影響は軽微であ

ります。

_____________

② 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（２～５年）に基づく定額法を採用し

ております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

同左

────── ③ リース資産

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、所有権移転外ファイナンス・

リースの取引のうち、リース取引開始

日が平成20年８月31日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっており

ます。

(3)重要な繰延資産の処理

方法

株式交付費

支出時に全額費用として処理してお

ります。

株式交付費

同左
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項目
前連結会計年度

（自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日）

(4)重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、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検討して回

収不能見込額を計上しております。

① 貸倒引当金

同左

② 返品調整引当金

一部の連結子会社について、商品の

返品による損失に備えるため、返品損

失見込額のうち当連結会計年度の負担

額を計上しております。

② 返品調整引当金

同左

③ 返品債権特別勘定

一部の連結子会社について、商品の

返品による貸倒損失に備えるため、一

定期間の返品実績率に基づいて算出し

た返品損失見込額のうち当連結会計年

度の負担額を計上しております。

③ 返品債権特別勘定

──────

④ 賞与引当金

一部の連結子会社について、従業員

の賞与の支給に備えるため、将来の支

給見込額の当連結会計年度の負担額を

計上しております。

④ 賞与引当金

同左

⑤ 退職給付引当金

一部の連結子会社について、従業員

の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。

なお、会計基準変更時差異は15年に

よる均等額を費用処理しております。

⑤ 退職給付引当金

同左

⑥ 役員退職慰労引当金

一部の連結子会社について、役員の

退職慰労金の支出に備えるため、内規

に基づく期末要支給額を計上しており

ます。

⑥ 役員退職慰労引当金

同左

⑦ 係争引当金

一部の連結子会社について、係争に

よる支出に備えるため、当連結会計年

度末における必要見込額を計上してお

ります。

⑦ 係争引当金

同左

⑧ ポイント引当金

一部の連結子会社について、顧客に

付与されたポイントの使用による費用

発生に備えるため、当連結会計年度末

において将来使用されると見込まれる

額を計上しております。

⑧ ポイント引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日）

(5)重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。なお、在

外連結子会社の資産及び負債は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部における為替換

算調整勘定及び少数株主持分に含めて計上

しております。

同左

(6)重要なリース取引の処

理方法

当社及び国内連結子会社は、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、在外連結子会社

については、通常の売買取引に準じた会計

処理によっております。

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))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、引続
き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会
計処理を適用しております。また、所有権
移転外ファイナンス・リース取引に係るリ
ース資産の減価償却の方法については、リ
ース期間を耐用年数とし、残存価額を零と
する定額法を採用しております。この変更
が損益に与える影響は軽微であります。

(7)その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては全面時価評価法を採用しております。

同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれん及び負ののれんの償却について

は、投資効果の発現すると見積もられる期

間で償却しております。ただし、金額が少

額の場合は、発生年度で全額償却しており

ます。また、在外連結子会社で発生したの

れんは償却を行わず、公正価値が帳簿価額

を下回るおそれを示す事象が発生した都

度、減損の有無を判定しております。

のれん及び負ののれんの償却について

は、投資効果の発現すると見積もられる期

間で償却しております。ただし、金額が少

額の場合は、発生年度で全額償却しており

ます。

７．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ヶ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
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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

前連結会計年度
（自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日）

────── （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、従

来、主として総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、主として個別原価法又は移動平均

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、営業

利益及び経常利益は82百万円それぞれ減少し、税金等調

整前当期純損失が344百万円増加しております。

(リース取引に関する会計基準)

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、「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日以降開始する連結会計

年度に係る四半期連結財務諸表から適用することになっ

たことに伴い、当連結会計年度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、引続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理を適用しております。また、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法につ

いては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。この変更が損益に与える

影響は軽微であります。

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い）

当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告

第18号 平成18年5月17日)を適用し、連結決算上必要な

修正を行っております。この結果、従来の方法によった

場合に比べて、当連結会計年度期首の利益剰余金が

15,139百万円減少しております。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日）

──────

（連結損益計算書）

１．前連結会計年度において、営業外収益の「その他」

に含めて表示しておりました「負ののれん償却額」は

営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会

計年度より、区分掲記することといたしました。

なお、前連結会計年度の営業外収益の「その他」に

含まれている「負ののれん償却額」は565百万円であり

ます。

２．前連結会計年度において、特別利益の「その他」に

含めて表示しておりました「事業売却益」は特別利益

の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度よ

り、区分掲記することといたしました。

なお、前連結会計年度の特別利益の「その他」に含

まれている「事業売却益」は11百万円であります。

（連結貸借対照表）

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、前連結会

計年度において「たな卸資産」として掲記されていた

ものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛

品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」

は、それぞれ4,097百万円、6,193百万円、491百万円で

あります。

２．前連結会計年度において、流動資産の「その他」に

含めて表示しておりました「短期貸付金」は、当連結

会計年度において、資産の総額の100分の５を超えたた

め区分掲記しました。なお、前連結会計年度末の「短

期貸付金」は5,454百万円であります。

（連結損益計算書）

１．前連結会計年度において、営業外費用の「その他」

に含めて表示しておりました「投資有価証券売却損」

は営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結

会計年度より、区分掲記することといたしました。

なお、前連結会計年度の営業外収益の「その他」に

含まれている「投資有価証券売却損」は871百万円であ

ります。

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました、営業

外費用の「貸倒引当金繰入額」（当連結会計年度は860

百万円）は、営業外費用の総額の100分の10以下となっ

たため、営業外費用の「その他」に含めて表示するこ

とといたしました。

３．前連結会計年度において、特別利益の「その他」に

含めて表示しておりました「貸倒引当金戻入益」は特

別利益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年

度より、区分掲記することといたしました。

なお、前連結会計年度の特別利益の「その他」に含

まれている「貸倒引当金戻入益」は28百万円でありま

す。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

前連結会計年度において、営業活動によるキャッシ

ュ・フロー「その他」に含めておりました「関係会社株

式評価損」を、重要性が増したため、当連結会計年度よ

り区分掲記することといたしました。

なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・

フロー「その他」に含まれている「関係会社株式評価

損」は494百万円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

＿＿＿＿＿＿＿＿

追加情報

前連結会計年度
（自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日）

────── ──────
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連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、リース取引、関

連当事者情報、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、企業結合等に

関する注記事項につきましては、決算発表時における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略

しております。

前連結会計年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日）

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分に基づき、市場及び事業形態を考慮して決定しております。

２．各区分に属する主な事業内容

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,100百万円であり、その主なも

のは当社の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は25,365百万円であり、その主なものは、当社で

の余資運用（現金及び預金）、長期投資（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

注記情報

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

モバイル＆ソリ
ューション事業

（百万円）

エンタテイメン
ト事業

（百万円）

コマース＆出版
事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

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
54,914 49,854 18,767 123,535 － 123,535

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替高
640 17 39 696 (696) －

計 55,554 49,871 18,806 124,232 (696) 123,535

営業費用 53,769 47,793 18,703 120,266 1,126 121,393

営業利益 1,785 2,078 102 3,966 (1,823) 2,142

Ⅱ 資産、減価償却費、

減損損失及び資本的支

出

資産 47,767 42,139 6,917 96,823 24,493 121,316

減価償却費 1,485 2,669 174 4,328 55 4,384

減損損失 12,550 1,075 117 13,743 53 13,797

資本的支出 1,845 4,396 40 6,282 95 6,377

事業区分 事業内容

モバイル＆ソリュー

ション事業

インターネットへ接続可能な携帯電話（携帯IP接続端末）などへのコンテンツの企

画・開発・配信及び顧客企業向けのシステム受託開発、端末製造、IT事業投資など

のソリューション提供

エンタテイメント事

業
アニメ、ゲーム、映画等のコンテンツの著作権の取得並びに企画、製作及び流通

コマース＆出版事業
書籍、雑誌等の編集、出版及び同媒体と連動した通販事業（モバイル、ネットTV等

マルチプラットフォーム展開）、バーチャル/リアルの店舗運営
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当連結会計年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日）

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分に基づき、市場及び事業形態を考慮して決定しております。

２．各区分に属する主な事業内容

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,422百万円であり、その主なも

のは当社の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は16,282百万円であり、その主なものは、当社で

の余資運用（現金及び預金）、長期投資（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

モバイル＆ソリ
ューション事業

（百万円）

エンタテイメン
ト事業

（百万円）

コマース＆出版
事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

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
28,510 33,958 11,787 74,256 － 74,256

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替高
319 1 2 323 (△323) －

計 28,830 33,960 11,790 74,580 (△323) 74,256

営業費用 25,666 33,299 11,643 70,609 983 71,592

営業利益 3,163 660 146 3,971 (△1,306) 2,664

Ⅱ 資産、減価償却費、

減損損失及び資本的支

出

資産 18,388 22,385 531 41,305 15,377 56,682

減価償却費 709 2,083 93 2,885 49 2,935

減損損失 1,303 1,733 236 3,272 124 3,396

資本的支出 1,658 1,409 37 3,104 1 3,106

事業区分 事業内容

モバイル＆ソリュー

ション事業

インターネットへ接続可能な携帯電話（携帯IP接続端末）などへのコンテンツの企

画・開発・配信及び顧客企業向けのシステム受託開発、端末製造、IT事業投資など

のソリューション提供

エンタテイメント事

業
アニメ、ゲーム、映画等のコンテンツの著作権の取得並びに企画、製作及び流通

コマース＆出版事業
書籍、雑誌等の編集、出版及び同媒体と連動した通販事業（モバイル、ネットTV等

マルチプラットフォーム展開）、バーチャル/リアルの店舗運営
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前連結会計年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日）

（注）１．国又は地域は、地理的近接度によって区分しております。

２．日本以外の区分に属する国又は地域は以下のとおりであります。

北米・・・・・・カナダ、アメリカ

欧州・・・・・・フランス、イギリス、ドイツ、ルクセンブルグ他

アジア・・・・・タイ、シンガポール、中国他

その他・・・・・オーストラリア

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,100百万円であり、その主なも

のは当社の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は25,365百万円であり、その主なものは、当社で

の余資運用（現金及び預金）、長期投資（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

当連結会計年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日）

（注）１．国又は地域は、地理的近接度によって区分しております。

２．日本以外の区分に属する国又は地域は以下のとおりであります。

北米・・・・・・アメリカ

欧州・・・・・・フランス、イギリス、ルクセンブルグ他

アジア・・・・・タイ、中国他

その他・・・・・オーストラリア

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,422百万円であり、その主なも

のは当社の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は16,282百万円であり、その主なものは、当社で

の余資運用（現金及び預金）、長期投資（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

日本
（百万円）

北米
（百万円）

欧州
（百万円）

アジア
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

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
97,852 3,234 17,842 4,551 55 123,535 － 123,535

(2)セグメント間の

内部売上高又は振

替高

496 － 9 － － 505 (505) －

計 98,349 3,234 17,851 4,551 55 124,041 (505) 123,535

営業費用 94,879 2,745 17,623 4,485 64 119,798 1,594 121,393

営業利益又は営業

損失（△）
3,469 488 228 65 △8 4,243 (2,100) 2,142

Ⅱ 資産 62,609 2,074 26,167 7,329 45 98,226 23,090 121,316

日本
（百万円）

北米
（百万円）

欧州
（百万円）

アジア
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

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
58,176 2,690 11,851 1,533 3 74,256 － 74,256

(2)セグメント間の

内部売上高又は振

替高

83 42 － － － 125 (△125) －

計 58,260 2,732 11,851 1,533 3 74,382 (△125) 74,256

営業費用 54,044 2,837 11,961 1,445 3 70,292 1,300 71,592

営業利益又は営業

損失（△）
4,215 △104 △109 88 0 4,090 (△1,426) 2,664

Ⅱ 資産 33,216 1,284 6,463 － －
４０９

６４
15,717 56,682
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前連結会計年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日）

（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は以下のとおりであります。

欧州・・・・・・フランス、ドイツ、イギリス、スペイン、イタリア他

その他・・・・・アメリカ、タイ、韓国、中国、台湾、シンガポール、オーストラリア他

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。

当連結会計年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日）

（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は以下のとおりであります。

欧州・・・・・・フランス、イギリス、ルクセンブルク他

その他・・・・・アメリカ、タイ、韓国、中国、シンガポール、オーストラリア他

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。

（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

ｃ．海外売上高

欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 18,375 10,672 29,048

Ⅱ 連結売上高（百万円） 123,535

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％）
14.87 8.64 23.51

欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 12,158 7,316 19,474

Ⅱ 連結売上高（百万円） 74,256

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％）
16.37 9.85 26.23

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日）

１株当たり純資産額 円 銭12,954 11

１株当たり当期純損失金額 円 銭13,459 43

１株当たり純資産額 円 銭3,081 55

１株当たり当期純損失金額 円 銭5,078 80

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

同左

前連結会計年度
(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

当期純損失（百万円） 30,177 14,383

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

期中平均株式数（株） 2,242,078 2,832,020
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日）

────── 当社連結子会社の株式会社アトラスは、平成21年９月17

日開催の臨時取締役会において、平成21年12月１日（予

定）を効力発生日とし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

承継させた上で、当該会社の株式を中小企業レジャー機

構株式会社に譲渡することを決議いたしました。その概

要は次のとおりであります。

（１） 会社分割する事業内容、規模

事業内容：アミューズメント施設の開発・運営

事業規模：当事業年度売上高87億88百万円

（２） 会社分割の形態

当社連結子会社を分割会社とし、新たに設立する

会社を承継会社とする新設分割

（３） 会社分割に係る承継会社の名称、当該会社の資産・

負債の額、従業員数等

名称：株式会社NEWS

資産、負債の額：資産52億11百万円

負債６億15百万円

（平成21年12月１日見込み）

従業員数：104名（予定）

（４） 会社分割の時期

平成21年12月１日（予定）

（５） 株式譲渡を行う相手会社の名称

中小企業レジャー機構株式会社

（６） 株式譲渡の内容

譲渡株式数：新設分割設立会社の発行済株式数

（200株）のうち86.0％（172株）

譲渡価額：44億72百万円

（７） 株式譲渡の時期

平成21年12月１日（予定）
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５．個別財務諸表
（１）貸借対照表

（単位：百万円）

前事業年度
(平成20年８月31日)

当事業年度
(平成21年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,523 862
貯蔵品 0 0
前払費用 41 113
未収入金 2,913 1,284
短期貸付金 5,259 3,476
関係会社短期貸付金 － 1,930
立替金 1 －

その他 288 292
貸倒引当金 △2,179 △2,891

流動資産合計 8,848 5,069

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 18 16
工具、器具及び備品（純額） 12 4

有形固定資産合計 31 21

無形固定資産

ソフトウエア 101 47
電話加入権 1 1
商標権 22 19
その他 － 12

無形固定資産合計 125 80

投資その他の資産

投資有価証券 20,704 13,435
関係会社株式 38,697 17,556
出資金 279 －

長期貸付金 7,849 8,542
関係会社長期貸付金 3,849 1,351
敷金及び保証金 227 168
ゴルフ会員権 1 1
長期未収入金 － 911
その他 89 170
貸倒引当金 △10,721 △11,739

投資その他の資産合計 60,976 30,397

固定資産合計 61,133 30,500

資産合計 69,981 35,569
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成20年８月31日)

当事業年度
(平成21年８月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 34,103 20,001
1年内返済予定の長期借入金 1,998 －

1年内償還予定の新株予約権付社債 1,258 －

未払金 802 493
未払費用 217 7
未払法人税等 13 3
預り金 11 －

その他 56 47

流動負債合計 38,460 20,554

固定負債

長期借入金 337 －

固定負債合計 337 －

負債合計 38,797 20,554

純資産の部

株主資本

資本金 37,338 39,379
資本剰余金

資本準備金 10,285 12,325
その他資本剰余金 21,164 21,164

資本剰余金合計 31,449 33,490

利益剰余金

利益準備金 2 2
その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △36,962 △61,548

利益剰余金合計 △36,960 △61,546

自己株式 △236 △236

株主資本合計 31,590 11,086

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △406 3,929

評価・換算差額等合計 △406 3,929

純資産合計 31,184 15,015

負債純資産合計 69,981 35,569
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（２）損益計算書

（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当事業年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

営業収益 41 236
営業費用

役員報酬 74 87
給与手当 511 353
外部委託費 365 242
支払手数料 127 109
減価償却費 8 6
顧問料 － 84
租税公課 － 80
その他 713 355

営業費用合計 1,801 1,319

営業損失（△） △1,759 △1,083

営業外収益

受取利息 466 304
有価証券利息 300 52
受取配当金 252 167
投資有価証券売却益 255 493
その他 107 100

営業外収益合計 1,382 1,118

営業外費用

支払利息 926 1,289
株式交付費 19 15
為替差損 120 743
投資有価証券売却損 871 1,920
投資有価証券評価損 6,511 3,282
貸倒引当金繰入額 4,473 －

その他 46 1,484

営業外費用合計 12,968 8,735

経常利益又は経常損失（△） △13,344 △8,701

特別利益

関係会社株式売却益 117 372
貸倒引当金戻入額 － 696

その他 － 10

特別利益合計 117 1,080
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（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当事業年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

特別損失

関係会社株式売却損 102 2,117
関係会社株式評価損 22,710 11,145
投資有価証券評価損 4 －

貸倒引当金繰入額 224 2,468
その他 689 1,221

特別損失合計 23,732 16,951

税引前当期純損失（△） △36,959 △24,572

法人税、住民税及び事業税 3 12

法人税等合計 3 12

当期純損失（△） △36,962 △24,585
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（３）株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当事業年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 36,071 37,338
当期変動額

新株の発行 1,267 2,040

当期変動額合計 1,267 2,040

当期末残高 37,338 39,379

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 36,418 10,285
当期変動額

新株の発行 1,267 2,040
資本準備金の取崩 △27,400 －

当期変動額合計 △26,133 2,040

当期末残高 10,285 12,325

その他資本剰余金

前期末残高 － 21,164
当期変動額

資本準備金の取崩 27,400 －

剰余金の配当 △424 －

資本剰余金の取崩による欠損填補 △5,811 －

当期変動額合計 21,164 －

当期末残高 21,164 21,164

資本剰余金合計

前期末残高 36,418 31,449
当期変動額

新株の発行 1,267 2,040
資本準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △424 －

資本剰余金の取崩による欠損填補 △5,811 －

当期変動額合計 △4,968 2,040

当期末残高 31,449 33,490

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 2 2
当期変動額

当期変動額合計 －

当期末残高 2 2
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（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当事業年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △5,811 △36,962

当期変動額

資本剰余金の取崩による欠損填補 5,811
当期純損失（△） △36,962 △24,585

当期変動額合計 △31,151 △24,585

当期末残高 △36,962 △61,548

利益剰余金合計

前期末残高 △5,809 △36,960

当期変動額

資本剰余金の取崩による欠損填補 5,811 －

当期純損失（△） △36,962 △24,585

当期変動額合計 △31,151 △24,585

当期末残高 △36,960 △61,546

自己株式

前期末残高 △236 △236

当期変動額

当期変動額合計 －

当期末残高 △236 △236

株主資本合計

前期末残高 66,443 31,590
当期変動額

新株の発行 2,534 4,081
資本準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △424 －

資本剰余金の取崩による欠損填補 － －

当期純損失（△） △36,962 △24,585

当期変動額合計 △34,853 △20,504

当期末残高 31,590 11,086
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（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当事業年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △2,130 △406

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,724 4,335

当期変動額合計 1,724 4,335

当期末残高 △406 3,929

評価・換算差額等合計

前期末残高 △2,130 △406

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,724 4,335

当期変動額合計 1,724 4,335

当期末残高 △406 3,929

純資産合計

前期末残高 64,312 31,184
当期変動額

新株の発行 2,534 4,081
資本準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △424 －

資本剰余金の取崩による欠損填補 － －

当期純損失（△） △36,962 △24,585

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,724 4,335

当期変動額合計 △33,128 △16,168

当期末残高 31,184 15,015
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該当事項はありません。

（1）役員の異動

役員の異動につきましては開示内容が定まり次第、別途開示いたします。

継続企業の前提に関する注記

６．その他
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