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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】 

提出会社の状況 

（注） １．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる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．当社は、第23期中間会計期間より中間財務諸表を作成しておりますので、それ以前については記載しておりません。 

３．売上高には消費税等は含まれておりません。 

４．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 

５．△はキャッシュ・フローにおける支出超過を示しております。 

６．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

７．当社は平成17年３月31日付けで株式１株につき10株の分割を行いました。当該株式分割に伴う影響を加味し遡及修正を

行った場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると以下の通りとなります。 

回次 第22期中 第23期中 第24期中 第22期 第23期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

売上高 （千円） － 8,328,421 8,256,575 18,498,508 17,589,104 

経常利益 （千円） － 405,960 304,906 524,608 800,843 

中間（当期）純利益 （千円） － 247,783 172,379 296,472 481,542 

持分法を適用した場合の投資
利益 

（千円） － － － － － 

資本金 （千円） － 112,750 331,986 100,000 112,750 

発行済株式総数 （株） － 2,025 22,965 2,000 20,250 

純資産額 （千円） － 1,395,333 2,196,088 1,254,049 1,629,092 

総資産額 （千円） － 6,137,647 6,793,930 6,123,739 6,736,967 

１株当たり純資産額 （円） － 689,053.33 95,627.62 611,024.74 78,720.61 

１株当たり中間（当期）純利
益金額 

（円） － 122,908.49 7,933.89 132,236.26 22,100.61 

潜在株式調整後１株当たり中
間（当期）純利益金額 

（円） － － － － － 

１株当たり中間（年間）配当
額 

（円） － － － 50,000 5,000 

自己資本比率 （％） － 22.7 32.3 20.5 24.2 

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

（千円） － 237,163 △149,636 △86,197 871,165 

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

（千円） － △30,858 90,638 △1,192 △37,584 

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

（千円） － △74,500 429,616 △260,553 △74,500 

現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高 

（千円） － 1,552,846 2,556,895 1,419,889 2,180,129 

従業員数 
（外、平均臨時雇用者数） 

（人） － 
174
(132) 

186
（213) 

183 
(115) 

190 
(143) 



  

回次 第22期中 第23期中 第24期中 第22期 第23期 

１株当たり純資産額 （円） － 68,905.33 95,627.62 61,102.47 78,720.61 

１株当たり中間（当期）純利
益金額 

（円） － 12,290.84 7,933.89 13,223.63 22,100.61 

潜在株式調整後１株当たり中
間（当期）純利益金額 

（円） － － － － － 

１株当たり中間（年間）配当
額 

（円） － － － 5,000 5,000 



２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

  

３【関係会社の状況】 

 当社は、平成17年６月16日付けで一般公募による新株発行を行い、７月19日付けで第三者割当による新株発行を行いました。

また、ダイワボウ情報システム株式会社は平成17年６月17日付けで売り出しにより当社株式1,000株を売却いたしました。この

結果、同社は当社の親会社からその他の関係会社になりました。同社に対する議決権の被所有割合は、中間会計期間末現在

40.0％となっております。 

  

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は当社から社外への出向者は除き、社外から当社への出向者を含む就業人員数であります。 

２．臨時雇用者数（外書）は、期間社員（アルバイト）の平均雇用人員（１人当たり１日８時間換算にて算出）でありま

す。 

  

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりません。また、労使関係の状況について、特記すべき事項はありません。 

  

  平成17年９月30日現在 

従業員数（人） 186人（213人 ） 



第２【事業の状況】 

   

   当半期報告書は最初に提出する半期報告書でありますが、当社は平成17年５月17日提出の有価証券届出書において、前中間会

計期間に係る中間財務諸表等を掲げておりますので前年同期との対比を行っております。 

  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰に留意する必要はあったものの、企業収益の改善による設備投資の増加

や雇用情勢が回復基調となり、個人消費も堅調な推移を見せ、政府・日銀も「踊り場脱却」を発表しました。 

しかしパソコン関連商品の販売における市場環境は、企業・個人共に量的拡大はあったものの、商品単価が継続的に下落傾向に
あり、企業間の競争がますます激化する中で、引き続き厳しいものとなりました。 

このような状況のもと、当社は、４月にコンピュータプラザ徳島店の開店、８月にパソコンの館仙台店の移転、９月にＢＹＱ－

ＰＬＡＺＡ志太店の新設を致しました。また、お客様にとって一層魅力的な品揃えを充実させることにより周辺機器やサプライ品

の販売を強化しました。加えてパソコンのトラブル対応などアフターサポートを商品化した「ＺＯＡ安心サポートパック」をはじ

めとする店頭サポートの販売を強化しました。更に新規の商材であるバイク用品を取り扱うＢＹＱ－ＰＬＡＺＡを今期に入ってか

ら上述の志太店に加え、４月にＯＡナガシマ西インター店内、８月にパソコンの館仙台店内にも新設、９月21日からは全店におい

てサプリメントの取扱いを開始いたしました。これら新規商材は、従来の当社のメインの顧客層が、30代の後半から50代の男性に

あることから、当該顧客層にターゲットを絞り込んだものであります。 

以上の結果、当中間会計期間の売上高は8,256百万円、営業利益は307百万円、経常利益は304百万円、中間純利益は172百万円と

なりました。 

  

① 売上高 

売上高は8,256,575千円となり前中間期比0.9％減となりました。この要因としては、当社は販売する商品価値の軸足を「価

格の安さ」から「感動・安心」へと移動させることを必要不可欠と考えており、相対的に単価の高いパソコン本体系商品の

売上構成の比率が減少（前中間期比10.1％減）し、周辺機器（前中間期比5.0％増）、ソフト・サプライ（前中間期比4.3％

増）、サービス＆サポート（前中間期比9.3％増）など単価の低い商品の売上構成の比率が増加していることによるものであ

ります。 

② 売上総利益 

売上高よりも売上総利益に重点をおいた戦略を実施しているため、売上総利益率は18.0％から18.7％へ上昇しました。その

結果、売上総利益は前中間期に比べ49,433千円増加の1,546,123千円となりました。 

③ 販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費は60,640千円増加し、1,238,898千円となり、対売上高比率は15.0％（前中間期14.2％）と増加してお

ります。販売費及び一般管理費の内訳は減価償却費が2,243千円、広告宣伝費が3,696千円減少しましたが、新規出店等によ

る人員の増加に伴い給与及び賞与が33,059千円、法定福利費が12,644千円、支払手数料が1,901千円増加しております。 

④ 営業利益 

営業利益は11,206千円減少し307,224千円となり、営業利益率は3.7％（前中間期3.8％）となりました。 

⑤ 営業外収益 

営業外収益では、前中間期は子会社である株式会社達城からの受取配当金18,000千円、円安の進行による通貨オプション評

価益72,816千円等を計上しましたが、当中間会計期間はそれぞれ4,000千円及び37,196千円となったため、営業外収益計では

前中間期に比べ57,951千円減少し55,094千円となりました。 

⑥ 営業外費用 

営業外費用では、上場関連費用が38,328千円発生するなど、前中間期に比べ31,895千円増加し57,412千円となっておりま

す。 

⑦ 経常利益 

以上の結果、経常利益は前中間期に比べ101,053千円減少し304,906千円となりました。 

⑧ 中間純利益 

当中間会計期間に、減損会計の適用に伴う減損損失2,657千円を計上したこと等により、中間純利益は前中間期に比べ75,403

千円減少し172,379千円となりました。 



(2）キャッシュ・フロー 

当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。 

  

当中間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、株式の発行による収入が530,239千円あったこと等に

より、前期末に比べ376,765千円増加し、2,556,895千円(前中間会計期間64.6%増)となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、149,636千円の支出超過（前中間会計期間は237,163千円の収入超過）となりました。これ

は税引前中間純利益を302,248千円を計上したものの、仕入債務が243,497千円減少し、法人税等の支払額が271,953千円あったこと

等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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、90,638千円の収入超過（前中間会計期間は30,858千円の支出超過）となりました。これは

主として、定期預金の取崩しによる収入が100,870千円あったことによるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、429,616千円の収入超過（前中間会計期間は74,500千円の支出超過）となりました。これ

は、配当金の支払が100,623千円あったものの、新株式の発行による収入が530,239千円あったことによるものです。 

  

２【生産、受注及び販売の状況】 

 当社は、情報機器店頭小売販売事業を営んでいるため、生産状況及び受注状況は記載しておりません。また、以下の記載は

「品目別」に記載しております。 

(1）商品仕入実績 

 当中間会計期間の商品仕入実績を「品目別」に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．商品仕入実績の金額には、消費税等は含んでおりません。 

２．金額は仕入価格によっております。 

３．当中間会計期間から品目区分を一部変更しているため、前年同期比較にあたり、前年同期を変更後の区分に組替えてい

ます。 

  前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 

 至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 

 （自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日） 

区分 金額（千円） 金額（千円） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 237,163 △149,636 

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,858 90,638 

財務活動によるキャッシュ・フロー △74,500 429,616 

現金及び現金同等物の増減額 132,957 376,765 

現金及び現金同等物の期末残高 1,552,846 2,556,895 

品目別 
当中間会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

 パソコン本体系商品 (千円) 1,845,380 94.0 

周辺機器 (千円) 1,837,555 103.9 

ＤＯＳ/Ｖパーツ (千円) 1,624,370 94.6 

ソフト・サプライ (千円) 1,051,569 91.0 

サービス＆サポート (千円) 106,765 99.5 

バイク用品・サプリメント 
その他 (千円) 93,811 199.3 

合計 (千円) 6,559,453 97.0 



(2）販売実績 

① 当中間会計期間の販売実績を「品目別」に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含んでおりません。 

２．当中間会計期間から品目区分を一部変更しているため、前年同期比較にあたり、前年同期を変更後の区分に組替えてい

ます。 

  

② 当中間会計期間の販売実績を「地域別」に示すと、次のとおりです。 

  

３【対処すべき課題】 

 当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

  

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

  

 品目別 
当中間会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

 パソコン本体系商品 (千円) 2,009,996 89.9 

周辺機器 (千円) 2,382,732 105.0 

ＤＯＳ/Ｖパーツ (千円) 1,998,735 99.2 

ソフト・サプライ (千円) 1,528,961 101.3 

サービス＆サポート (千円) 513,021 109.3 

バイク用品・サプリメント 
その他 (千円) 34,786 747.3 

ポイント使用額 (千円) △211,526 128.4 

合計 (千円) 8,256,575 99.1 

地域別 

  

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 前年同期比（％） 

店舗数 売上高（千円） 

東北 ２ 348,478 87.3 

関東 ３ 1,600,265 125.6 

東海東部 ４ 1,205,021 94.2 

東海中部 ５ 1,335,449 86.1 

東海西部 ４ 1,842,158 90.2 

北陸 ４ 1,213,284 99.7 

関西 ４ 711,920 125.5 

合計 26 8,256,575 99.1 



第３【設備の状況】 

  

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 当中間会計期間において、前年度末に計画中であった重要な設備の新設について完了したものは次のとおりです。 

 平成17年４月に徳島県徳島市に「ZOA徳島店」を新規開店いたしました。 

 （注）１．従業員数欄の（ ）内の人数は臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含み、常用パートは除く）

であります。 

２．土地面積は、賃借面積であります。 

３．金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 当中間会計期間において、前年度末に計画中であった重要な設備の移設について完了したものは次のとおりです。 

平成17年８月14日にパソコンの館仙台店を移転しました。 

（注）１．従業員数欄の（ ）内の人数は臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含み、常用パートは除く）

であります。 

２．土地面積は、賃借面積であります。 

３．金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 当中間会計期間において、前年度末に計画中であった重要な設備の新設、拡充についての重要な変更は次のとおりでありま

す。 

① 新設 

平成17年11月に新設する予定でありましたコンピュータプラザＺＯＡ名古屋店につきましては、適当な物件が見つから

なかったため、予定を平成18年３月に変更しております。 

      代わりに平成18年４月に新設する予定でありましたコンピュータプラザＺＯＡ大阪店について、予定を前倒し平成17年

11月に新設いたしております。 

     

      新設予定でありました沼津本部の基幹システム構築については、着手が当初予定より遅れたこと、また予定よりシステ

ム機能が拡張したため、完成予定を平成18年７月に変更しております。 

  

      新設予定でありましたロジスティックセンターの機械設備について、適切な設備が見当たらなかったこと、また場所の

確保が困難になっているため、平成18年10月に計画を延期しました。 

  

(4）当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

  

事業所名 所在地 設備の内容 

帳簿価額（千円）
従業員数
（人） 

売場面積
(㎡) 建物及び

構築物 
土地

（面積㎡） 
その他 合計

コンピユーター 
プラザ 
ZOA徳島店 

徳島市川内町中島 店舗設備 1,668 (965.45) 1,820 3,488 3（7） 382.76

事業所名 所在地 設備の内容 

帳簿価額（千円）
従業員数
（人） 

売場面積
(㎡) 建物及び

構築物 
土地

（面積㎡） 
その他 合計

パソコンの館 
仙台店 

仙台市泉区高玉町 店舗設備 6,953 （2,481.00） 4,697 11,651 4（9） 577.5



第４【提出会社の状況】 

  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注１） 有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）によるものであります。 

発行価格  １株につき 210,000円 

引受価格  １株につき 195,300円 

資本組入額 １株につき  80,750円 

払込金総額      410,130千円 

 （注２） 有償第三者割当によるものであります。 

発行価格  １株につき 210,000円 

引受価格  １株につき 195,300円 

資本組入額 １株につき  80,750円 

払込金総額      120,109千円 

（注３） 発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金であります。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 81,000 

計 81,000 

種類 
中間会計期間末現在発行数

（株） 
（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数
（株） 

（平成17年12月19日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 22,965 22,965 ジャスダック証券取引所 － 

計 22,965 22,965 － － 

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17年６月16日 
（注１） 

2,100 22,350 169,575 282,325 240,555 253,305

平成17年７月19日 
（注２） 

615 22,965 49,661 331,986 70,448 323,753



(4）【大株主の状況】 

(注) 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱及び資産管理サービス信託銀行㈱の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のと

おりであります。 

     日本トラスティ・サービス信託銀行㈱    600株 

     資産管理サービス信託銀行㈱        500株 

  

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

  平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

ダイワボウ情報システム㈱ 大阪市中央区本町３丁目２番５号 9,200 40.06 

長嶋 しのぶ 東京都中央区日本橋浜町２丁目43番７号 4,200 18.29 

長嶋 豊 東京都中央区日本橋浜町２丁目43番７号 4,000 17.42 

日本トラスティ・サービス信託銀
行㈱(信託口) 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 600 2.61 

長嶋 慶 静岡県沼津市中沢田505番地１の２ 500 2.18 

ＺＯＡ社員持株会 静岡県沼津市大諏訪719番地 323 1.41 

長嶋 縁 静岡県沼津市中沢田505番地１の２ 100 0.44 

資産管理サービス信託銀行㈱(年金
特金口) 

東京都中央区晴海１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 

100 0.44 

日本証券金融㈱ 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 88 0.38 

ビービーエイチ493373ディエステ
ィビーイージャパンスモール（常
任代理人㈱三井住友銀行資金証券
サービス部） 

東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 80 0.35 

計 － 19,191 83.57 

  平成17年９月30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） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 22,965   22,965 － 

端株 － － － 

発行済株式総数      22,965 － － 

総株主の議決権 －   22,965 － 

    平成17年９月30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（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 



２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （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。 

なお、平成17年６月17日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はあり

ません。 

  

３【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。 

  役職の異動 

  

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） － － 715,000 483,000 397,000 353,000 

最低（円） － － 446,000 390,000 314,000 246,000 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日 

代表取締役社長 

兼 営業統括本部長 

兼 販売部長 

代表取締役社長 長嶋 豊 平成17年10月12日 

取締役店舗開発部長 

業務規準作成・職務規準作

成プロジェクトリーダー 

取締役販売部長 豊田 惠造 平成17年10月12日 



第５【経理の状況】 

  

当半期報告書は初めて提出するものでありますが、前中間会計期間に係る中間財務諸表は、当社が平成17年５月17日提出の有

価証券届出書において掲げたものを記載しております。 

  

１．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間

財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「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16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし書きにより、改正前の

中間財務諸表等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、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）及び当中間

会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間財務諸表について、新日本監査法人による中間監査を受けてお

ります。 

 なお、前中間会計期間に係る中間監査報告書は、平成17年５月17日提出の有価証券届出書に添付されたものによっておりま

す。 

  

３．中間連結財務諸表について 

 中間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11年大蔵省令第24号）第５条第２項により、当社では、子会

社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいも

のとして、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

 なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合を示すと次のとおりであります。 

① 資産基準     0.92％ 

② 売上高基準    0.01％ 

③ 利益基準     2.10％ 

④ 利益剰余金基準  2.18％ 

※会社間項目の消去後の数値により算出しております。 

  

  



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  

    
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17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  1,653,698 2,056,895  2,280,987 

２．売掛金    314,457 340,422  418,437 

３．有価証券    ― 500,000  ― 

４．たな卸資産    2,229,335 1,980,090  2,131,678 

５．繰延税金資産    102,472 94,274  122,682 

６．その他    54,673 104,726  33,643 

貸倒引当金    △4,225 △4,485  △5,265 

流動資産合計    4,350,412 70.9 5,071,924 74.7  4,982,164 74.0

Ⅱ 固定資産       

(1)有形固定資産 ※1.2     

１．建物   453,261  421,552 433,940  

２．土地   470,016  470,016 470,016  

３．その他   121,992 1,045,270 17.0 114,450 1,006,020 14.8 106,384 1,010,343 15.0

(2)無形固定資産    12,756 0.2 20,774 0.3  12,155 0.2

(3)投資その他の資産       

１．関係会社株式   100,000  100,000 100,000  

２．繰延税金資産   30,106  25,147 26,959  

３．差入保証金   543,452  510,255 548,271  

４．その他   55,649 729,208 11.9 59,807 695,211 10.2 57,072 732,304 10.9

固定資産合計    1,787,235 29.1 1,722,006 25.3  1,754,802 26.0

資産合計    6,137,647 100.0 6,793,930 100.0  6,736,967 100.0



  

  

    
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17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．買掛金    1,482,151 1,410,387  1,653,885 

２．短期借入金    ― 2,700,000  2,700,000 

３．未払法人税等    156,488 105,821  278,126 

４．未払消費税等 ※3  21,056 14,043  33,546 

５．賞与引当金    74,283 78,700  79,599 

６．ポイント引当金    115,177 90,396  123,875 

７．その他    112,740 132,111  167,881 

流動負債合計    1,961,897 32.0 4,531,459 66.7  5,036,915 74.8

Ⅱ 固定負債       

１．長期借入金    2,700,000 ―  ― 

２．退職給付引当金    23,849 35,933  34,851 

３．役員退職慰労引当
金 

   14,084 19,769  17,269 

４．長期前受収益    42,484 10,679  18,839 

固定負債合計    2,780,417 45.3 66,382 1.0  70,960 1.0

負債合計    4,742,314 77.3 4,597,841 67.7  5,107,875 75.8

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    112,750 1.8 331,986 4.9  112,750 1.7

Ⅱ 資本剰余金       

１．資本準備金   12,750 12,750 0.2 323,753 323,753 4.8 12,750 12,750 0.2

Ⅲ 利益剰余金       

１．利益準備金   25,000  25,000 25,000  

２．任意積立金   873,394  1,172,451 873,394  

３．中間（当期）未処
分利益 

  371,438 1,269,833 20.7 342,896 1,540,348 22.7 605,197 1,503,592 22.4

資本合計    1,395,333 22.7 2,196,088 32.3  1,629,092 24.2

負債資本合計    6,137,647 100.0 6,793,930 100.0  6,736,967 100.0



②【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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    8,328,421 100.0 8,256,575 100.0  17,589,104 100.0

Ⅱ 売上原価    6,831,731 82.0 6,710,452 81.3  14,417,267 82.0

売上総利益    1,496,690 18.0 1,546,123 18.7  3,171,837 18.0

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

   1,178,258 14.2 1,238,898 15.0  2,399,303 13.6

営業利益    318,431 3.8 307,224 3.7  772,534 4.4

Ⅳ 営業外収益 ※1  113,046 1.4 55,094 0.7  80,699 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※2  25,517 0.3 57,412 0.7  52,390 0.3

経常利益    405,960 4.9 304,906 3.7  800,843 4.6

Ⅵ 特別損失 ※3  ― 2,657 0.0  ― 

税引前中間（当
期）純利益 

   405,960 4.9 302,248 3.7  800,843 4.6

法人税、住民税及
び事業税 

  153,947  99,648 332,135  

法人税等調整額   4,228 158,176 1.9 30,220 129,868 1.6 △12,835 319,300 1.8

中間（当期）純利
益 

   247,783 3.0 172,379 2.1  481,542 2.7

前期繰越利益    123,654 170,517  123,654 

中間（当期）未処
分利益 

   371,438 342,896  605,197 

        



③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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 

  

税引前中間（当期）
純利益 

  405,960 302,248 800,843 

減価償却費   35,315 33,403 72,501 

貸倒引当金の増減額   △2 △780 1,037 

賞与引当金の増減額   283 △899 5,599 

ポイント引当金の増
減額 

  4,326 △33,479 13,024 

退職給付引当金の増
減額 

  △130 1,082 10,871 

役員退職慰労引当金
の増加額 

  386 2,499 3,571 

受取利息及び受取配
当金 

  △18,138 △4,155 △18,276 

支払利息   18,201 18,011 35,919 

為替差損益   △1,152 △6,148 △1,158 

役員賞与支払額   △32,000 △35,000 △32,000 

通貨オプション資産
の減少額 

  △72,816 △37,196 △40,043 

売上債権の増減額   △3,227 68,481 △99,034 

未収入金の増減額   60,862 △13,505 58,254 

棚卸資産の増加額   72,303 151,588 169,960 

仕入債務の増減額   △82,977 △243,497 88,756 

未払金の増減額   △1,083 △16,091 30,277 

未払消費税等の増減
額 

  △5,024 △19,503 7,465 

その他   △19,368 △30,886 △38,592 

小計   361,715 136,172 1,068,977 



  

  

  次へ 

    
前中間会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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 

  18,138 4,155 18,276 

利息の支払額   △19,077 △18,011 △35,925 

法人税等の支払額   △123,612 △271,953 △180,161 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  237,163 △149,636 871,165 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

定期預金預入れによ
る支出 

  △21 △11 △27 

定期預金取崩しによ
る収入 

  ― 100,870 ― 

有形固定資産の取得
による支出 

  △23,617 △35,837 △25,498 

保険積立金による支
出 

  △2,113 △1,973 ― 

差入保証金による支
出 

  △20,804 ― △34,322 

差入保証金返還によ
る収入 

  15,699 38,015 24,077 

その他   ― △10,425 △1,812 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △30,858 90,638 △37,584 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

株式の発行による収
入 

  25,500 530,239 25,500 

配当金の支払額   △100,000 △100,623 △100,000 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △74,500 429,616 △74,500 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  1,152 6,148 1,158 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額 

  132,957 376,765 760,239 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  1,419,889 2,180,129 1,419,889 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  1,552,846 2,556,895 2,180,129 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．資産の評価基準及び

評価方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

子会社株式 子会社株式 子会社株式 

  移動平均法による原価法 同左 同左 

    その他有価証券   

    時価のないもの   

    移動平均法による原価法 同左 

  (2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

  時価法 同左 同左 

  (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

  商品  移動平均法による低

価法 

同左 同左 

  貯蔵品 最終仕入原価法によ

る原価法 

    

２．固定資産の減価償却

の方法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。 同左 同左 

   但し、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備

を除く）については定額法を採

用しております。なお、主な耐

用年数は次のとおりでありま

す。 

    

  建物     15～34年     

  工具器具備品 ３～８年     

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

   定額法を採用しております。 同左 同左 

   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（５年）に基づく定額法を

採用しております。 

    

３．繰延資産の処理方法 ― 新株発行費 

支出時に全額費用として処理

しております。 

― 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (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

に回収可能性を勘案し回収不能

見込額を計上しております。 

同左 同左 

  (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

   従業員の賞与の支払に備える

ため、支給見込額の内、当中間

会計期間負担額を計上しており

ます。 

同左  従業員の賞与の支払に備える

ため、支給見込額の内、当期負

担額を計上しております。 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務見込額に基づき当中間会計期

間末において発生していると認

められる額を計上しておりま

す。 

同左  従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務見込額に基づき発生している

と認められる額を計上しており

ます。 

  (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 

   役員退職金の支給に備えるた

め、内規に基づく中間期末退職

金要支給額を計上しておりま

す。 

同左  役員退職金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末退職金要

支給額を計上しております。 

  (5）ポイント引当金 (5）ポイント引当金 (5）ポイント引当金 

   ポイント制度におけるポイン

ト使用による売上値引に備える

ため、未使用かつ未失効のポイ

ント中間期末残高に対し過去の

失効実績率を基に算定した翌期

以後の使用見込額を計上してお

ります。 

同左  ポイント制度におけるポイン

ト使用による売上値引に備える

ため、未使用かつ未失効のポイ

ント期末残高に対し過去の失効

実績率を基に算定した翌期以後

の使用見込額を計上しておりま

す。 

５．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、中間決

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。 

同左  外貨建金銭債権債務は、期末日

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。 

６．ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

   金利スワップ取引について、

金融商品会計基準に定める特例

処理を行っております。 

同左 同左 

  ② ヘッジ方針 ② ヘッジ方針 ② ヘッジ方針 

   当社の事業遂行に伴い発生す

るリスクの低減を目的として、

それぞれのリスクに応じたヘッ

ジ手段を適切かつ適時に実行す

る方針であります。 

同左 同左 

  ③ ヘッジ手段とヘッジ対象 ③ ヘッジ手段とヘッジ対象 ③ ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段・・・金利スワッ

プ 

同左 同左 

  ヘッジ対象・・・借入金     

  ④ ヘッジ有効性の評価方法 ④ ヘッジ有効性の評価方法 ④ ヘッジ有効性の評価方法 

   当社の利用している金利スワ

ップ取引は金融商品会計基準に

定める特例処理の要件を満たし

ており、有効性の評価を省略し

ております。 

同左 同左 

７．中間キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッ

シュ・フロー計算

書）における資金の

範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期の到来す

る、容易に換金かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わな

い短期的な投資からなっておりま

す。 

同左 同左 



  

会計処理の変更 

  

追加情報 

  

  

  次へ 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

８．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成の

ための基本となる重

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 

消費税等の会計処理 

同左 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

────── 

  

  

(固定資産の減損会計に係る会計基準) 

 当中間会計期間より、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。 

 これにより税引前中間純利益は

2,657千円少なく計上されておりま

す。 

 なお、減損損失累計額は中間財務諸

表等規則に基づき各資産から直接控除

しております。 

────── 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

（法人事業税の外形標準課税） 

 当事業年度より、事業税の「外形

標準課税制度」が導入されたことに

伴い、実務対応報告第12号「法人事

業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（企業会計基準委員会

（平成16年２月13日））に基づき、

当中間会計期間から法人事業税の付

加価値割及び資本割を販売費及び一

般管理費として処理しております。

この結果、従来に比べ販売費及び一

般管理費は6,148千円増加し、営業

利益、経常利益及び税引前中間純利

益はそれぞれ同額少なく計上されて

おります。 

────── （法人事業税の外形標準課税） 

当事業年度より、事業税の「外形標

準課税制度」が導入されたことに伴

い、実務対応報告第12号「法人事業

税における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示についての実務上の

取扱い」（企業会計基準委員会（平

成16年２月13日））に基づき、当事

業年度から法人事業税の付加価値割

及び資本割を販売費及び一般管理費

として処理しております。この結

果、従来に比べ販売費及び一般管理

費は12,709千円増加し、営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益はそ

れぞれ同額少なく計上されておりま

す。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

710,252千円 730,195千円 697,837千円 

※２．三井住友銀行との取引に係る根抵当等

として次の資産を担保提供しております

が、当中間会計期間においては、これに

対応する担保付債務はありません。 

※２．    ───── ※２．三井住友銀行との取引に係る根抵当等

として次の資産を担保提供しております

が、当事業年度においては、これに対応

する担保付債務はありません。 
  

定期預金 100,851千円

建物 130,935千円

土地 315,424千円

計 547,210千円

    
定期預金 100,858千円

建物 126,243千円

土地 315,424千円

計 542,526千円

※３．仮受消費税等と仮払消費税等は相殺の

うえ未払消費税等として表示しておりま

す。 

※３．      同左 ※３．    ───── 



（中間損益計算書関係） 

  

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 
  

受取利息 138千円

受取配当金 18,000千円

受取手数料 20,085千円

通貨オプション評価益 72,816千円

  
受取利息 154千円

受取配当金 4,000千円

受取手数料 8,891千円

通貨オプション評価益 37,196千円

受取利息 275千円

受取配当金 18,000千円

受取手数料 18,245千円

通貨オプション評価益 40,043千円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 
  

支払利息 18,201千円

為替差損 2,798千円

  
支払利息 18,011千円

上場関連費用 38,328千円

支払利息 35,919千円

為替差損 1,840千円

※３．     ───── ※３．減損損失 ※３．       ───── 

   当中間会計期間において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上しまし

た。 

  

  場所 用途 種類 減損損失 

パソコンの館 
なんさん店 
(大阪市中央区) 

店舗設備
建物

工具器具備品 
2,129千円

 528千円

  

   当社は、店舗設備については各店舗毎にグ

ルーピングを行っており、本社設備及び物流

設備(ロジスティックセンター)については、

共用資産としてグルーピングを行っておりま

す。 

 上記記載の店舗設備は販売不振のため当下

期に閉鎖する予定であることから、帳簿価額

を回収可能額まで減額し、当該減少額

（2,657千円）を特別損失に計上しました。 

なお、回収可能額の算定にあたっては、正味

売却価額を用いておりますが、他の用途への

転用が難しい資産であるため、回収可能額は

零として算定しております。 

  

４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額 
  

有形固定資産 34,601千円

無形固定資産 651千円

  
有形固定資産 32,358千円

無形固定資産 713千円

有形固定資産 71,128千円

無形固定資産 1,263千円

前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17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貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成16年９月30日現在） （平成17年９月30日現在） （平成17年３月31日現在） 

  

  

  （千円）

現金及び預金勘定 1,653,698

預金期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△100,851

   

現金及び現金同等物 1,552,846

  

  

  （千円）

現金及び預金勘定 2,056,895

預金期間が３ヶ月を超える

定期預金 
―

有価証券勘定 500,000

現金及び現金同等物 2,556,895

  

  

  （千円）

現金及び預金勘定 2,280,987

預金期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△100,858

   

現金及び現金同等物 2,180,129



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

中間財務諸表等規則第５条の３で準

用する、財務諸表等規則第８条の６

第６項の規定により、記載を省略し

ております。 

同左 財務諸表等規則第８条の６第６項の規

定により、記載を省略しております。 



（有価証券関係） 

時価のない主な有価証券の内容 

  

（デリバティブ取引関係） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注）１．時価の算定方法 

取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

２．「契約額等」欄の括弧書きは、契約当初のオプション料であり、評価損益は時価と契約当初のオプション料との差額で

あります。 

３．△は負債又は損失を示しております。 

４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

  

  次へ 

  

前中間会計期間末 

（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

前事業年度末 

（平成17年３月31日） 

中間貸借対照表計上額 

（千円） 

中間貸借対照表計上額 

（千円） 
貸借対照表計上額（千円） 

子会社株式 100,000 100,000 100,000 

その他有価証券 

ＣＰ 
― 500,000 ― 

  

前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

対象物

の種類 
取引の種類 

契約額等 

（千円） 

時価 

（千円） 

評価損益 

（千円） 

契約額等 

（千円） 

時価 

（千円） 

評価損益 

（千円） 

契約額等 

（千円） 

時価 

（千円） 

評価損益 

（千円） 

通貨 
通貨オプシ

ョン取引 
    

  売建プット 2,113,485 
△29,119 140,057 

1,120,581
△3,029 92,993

1,653,960
△32,379 104,302

  （米ドル） (△169,176) ( △96,022) ( △136,682)

  買建コール 704,495 
52,566 △9,018 

373,527
30,898 4,128

551,320
23,052 △20,190

  （米ドル） (61,585) (26,770) (   43,243)

  合計 － 23,446 131,038 － 27,869 97,122 － △9,327 84,111



（持分法損益等） 

  

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

該当事項はありません。 同左 同左 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 689,053円33銭

１株当たり中間純利
益金額 

122,908円49銭

  

１株当たり純資産額 95,627円62銭

１株当たり中間純利
益金額 

7,933円89銭

１株当たり純資産額 78,720円61銭

１株当たり当期純利
益金額 

22,100円61銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

がないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

がないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

がないため記載しておりません。 

  
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

中間（当期）純利益（千円） 247,783 172,379 481,542 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 35,000 

（うち利益処分による役員賞与金） － － （   35,000） 

普通株式に係る中間（当期）純利益 
（千円） 

247,783 172,379 446,542 

期中平均株式数（株） 2,016 21,727 20,205 



（重要な後発事象） 

  

  

前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

 平成17年３月10日開催の当社取締

役会の決議に基づき、次のように株

式分割による新株式を発行しており

ます。 

１．平成17年３月31日付をもって次

のとおり普通株式１株を10株に分

割する。 

(1）分割により増加する株式数 

普通株式  18,225株 

(2）分割方法 

 平成17年３月31日最終の株主

名簿に記載された株主に対し、

その所有株式数を１株につき10

株の割合をもって分割する。 

２．配当起算日 

平成16年10月１日 

 当該株式分割が当期首に行われた

と仮定した場合の当中間会計期間に

おける１株当たり情報は、以下のと

おりとなります。 
  

１株当たり純資産
額 

68,905.33円

１株当たり当期純
利益 

12,290.84円

潜在株式調整後１
株当たり当期純利
益 

－円

───── ① 平成17年５月17日及び平成17年５

月31日開催の取締役会において、

下記のとおり新株式の発行を決議

し、平成17年６月16日に払込が完

了いたしました 

② 平成17年５月17日及び平成17年５

月31日開催の取締役会において、

下記のとおり第三者割当による新

株式発行が決議され、平成17年７

月19日に払込が完了いたしました 

１.募集方法 ：一般募集   

  (ブックビルディング方式
による募集) 

２.発行する株式の種
類及び数 

：普通株式 2,100株

３.発行価格 ：１株につき 210,000円

４.引受価額 ：１株につき 195,300円

この価額は当社が引受人より１株当たりの新
株式払込金として受取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額
は、引受人の手取金となります。 

５.発行価額 ：１株につき 161,500円

６.資本組入額 ：１株につき 80,750円

７.発行価額の総額 ： 339,150千円

８.払込金額の総額 ： 410,130千円

９.資本組入額の総額： 169,575千円

10.払込期日 ：平成17年６月16日 

11.配当起算日 ：平成17年４月１日 

12.資金の使途 ：設備資金等  

１.発行する株式の種
類及び数 

：普通株式 615株

２.発行価格 ：１株につき 210,000円

３.引受価額 ：１株につき 195,300円

この価額は当社が引受人より１株当たりの新
株式払込金として受取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額
は、引受人の手取金となります。 

４.発行価額 ：１株につき 161,500円

５.資本組入額 ：１株につき 80,750円

６.発行価額の総額 ： 99,322千円

７.払込金額の総額 ： 120,109千円

８.資本組入額の総額： 49,661千円

９.払込期日 ：平成17年７月19日 

10.配当起算日 ：平成17年４月１日 

11.資金の使途 ：設備資金等   



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  



第６【提出会社の参考情報】 

  

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券届出書（有償一般募集増資及び売出し）及びその添付書類 

 平成17年５月17日近畿財務局長に提出。 

(2）有価証券届出書の訂正届出書 

 平成17年５月31日及び平成17年６月８日近畿財務局長に提出。（平成17年５月17日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書

であります。） 

(3）臨時報告書 

 平成17年６月17日近畿財務局長に提出。 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（提出会社の親会社の異動）に基づく臨時報告書であります。 

(4）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第23期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月28日近畿財務局長に提出。 

  



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。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成17年５月16日

株式会社ＺＯＡ     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
代表社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 三島 泰明  印 

  
代表社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 山田 晃   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ＺＯＡの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第23期事業年度の中間会計期間（平成16年４月１日か

ら平成16年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・

フロー計算書について中間監査を行った。この中間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

立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、株式会社ＺＯＡの平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成16年４

月１日から平成16年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

 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） 上記は、中間監査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、その原本は当社が別途保管し

ております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成17年12月16日

株式会社ＺＯＡ     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 山田 晃   印 

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 坂田 純孝  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ＺＯＡの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第24期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日か

ら平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・

フロー計算書について中間監査を行った。この中間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

立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、株式会社ＺＯＡの平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４

月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

 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） 上記は、中間監査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、その原本は当社が別途保管し

ております。 
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