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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．売上高には消費税等は含まれておりません。 

３．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。

４．△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。 

５．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。 

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。 

回次 第23期中 第24期中 第25期中 第23期 第24期 

会計期間 

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18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高 （千円） 8,328,421 8,256,575 7,308,822 17,589,104 16,734,293 

経常利益 （千円） 405,960 304,906 149,848 800,843 576,367 

中間（当期）純利益 （千円） 247,783 172,379 79,840 481,542 320,897 

持分法を適用した場合の投資

利益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） 112,750 331,986 331,986 112,750 331,986 

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

純資産額 （千円） 1,395,333 2,196,088 2,266,138 1,629,092 2,344,605 

総資産額 （千円） 6,137,647 6,793,930 5,664,817 6,736,967 5,619,630 

１株当たり純資産額 （円） 689,053.33 95,627.62 98,677.94 78,720.61 100,701.31 

１株当たり中間（当期）純利

益金額 
（円） 122,908.49 7,933.89 3,476.63 22,100.61 12,929.51 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額 
（円） － － － － － 

１株当たり配当額 （円） － － － 5,000 5,500 

自己資本比率 （％） 22.7 32.3 40.0 24.2 41.7 

営業活動によるキャッシュ・

フロー 
（千円） 237,163 △149,636 186,903 871,165 △98,951 

投資活動によるキャッシュ・

フロー 
（千円） △30,858 90,638 △24,203 △37,584 59,083 

財務活動によるキャッシュ・

フロー 
（千円） △74,500 429,616 △125,534 △74,500 △1,270,383 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高 
（千円） 1,552,846 2,556,895 924,373 2,180,129 883,133 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 
（人） 

174 

(132) 

186 

(213) 

182 

(153) 

190 

(143) 

185 

(158) 



３【関係会社の状況】 

 当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員数であり、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18年９月30日現在 

従業員数（人） 182（153） 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間決算期におけるわが国経済は、不安定な国際情勢や原油価格の高止まりといった懸念材料はあるものの、好

調な企業の収益を背景とした設備投資の増加など、景気は回復基調にあります。雇用情勢も改善され、それに伴い個

人消費は緩やかな増加傾向にあります。 

しかしパソコン関連商品の販売における市場環境は、商品単価の継続的な下落傾向と、パソコン用基本ソフト(OS)

「ウィンドウズ・ビスタ」登場に期待する顧客の買い控えにより、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、パソコン関連商品の販売に併せて、バイク関連商品の販売強化を図ることで、売

上・利益の獲得に取り組みました。パソコン関連商品取扱店へバイク用品を取り扱うＢＹＱ－ＰＬＡＺＡの新設を前

期に引き続き実施しております。当中間決算期間につきましては、４月にパソコンの館姫路店内、５月にパソコンの

館金沢店内、６月にコンピュータプラザＺＯＡ豊橋店内、８月に沼津卸団地店内にそれぞれ新設し、営業を開始して

おります。また、９月には売り場拡張のため富士店の移転を実施しました。富士店でもこの移転に伴い、バイク関連

商品の取り扱いを開始致しております。 

以上の結果、当中間決算期の売上高は7,308百万円、営業利益149百万円、経常利益149百万円、中間純利益79百万

円となりました。 

① 売上高 

 売上高は7,308,822千円となり前年同期比11.5％減となりました。この要因としては、パソコン用基本ソフト

(OS)「ウィンドウズ・ビスタ」の発売が来年初になる発表を受けて、パソコン本体系及び周辺機器の買い控えに

よる落ち込みが考えられます。内訳としまして、パソコン本体系商品の売上が前年同期比15.4%減少し、周辺機

器の売上も前年同期比15.6%減少しております。 

 バイク関連商品の販売については、前年同期比391.8%増加し、売上高が320,727千円となりました。 

② 売上総利益 

 売上総利益率は18.7％から18.6％とほぼ横ばいであったものの、売上高の減少に伴い190,064千円減少の

1,356,058千円となりました。 

③ 販売費及び一般管理費 

 販売費及び一般管理費は前年同期に比べ31,954千円減少し、1,206,944千円となりましたが、対売上高比率は

16.5％（前年同期比15.0％）と増加しております。販売費及び一般管理費の内訳は、人員の減少に伴い給与及び

賞与が32,303千円、前年同期発生した店舗移転にかかる費用が13,083千円減少しましたが、貸倒引当金繰入が

8,099千円、宣伝広告費が7,932千円、減価償却費が5,495千円とそれぞれ増加しております。 

④ 営業利益 

 営業利益は158,109千円減少し149,114千円となり、営業利益率は2.0％（前年同期比3.7％）となりました。 

⑤ 営業外収益 

 営業外収益では、保険解約収益18,193千円、子会社である株式会社達城からの受取配当金6,500千円等を計上

しました。前年同期に比べ15,810千円減少し39,283千円となりました。 

⑥ 営業外費用 

 営業外費用では、借入金の返済により支払利息割引料の減少などにより、前年同期に比べ18,863千円減少し

38,549千円となっております。 

⑦ 経常利益 

 以上の結果、経常利益は、前年同期に比べ155,057千円減少し149,848千円となりました。 

⑧ 中間純利益 

 中間純利益は前年同期に比べ92,538千円減少し79,840千円となりました。 



(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。 

 当中間決算期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ41,240千円増加し、924,373 

千円（前年同期比63.8％減）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、186,903千円の収入超過（前年同期は149,636千円の支出超過）となりまし 

た。これは税引前中間純利益149,848千円の計上と、仕入債務が59,861千円増加し、売上債権が94,127千円減少したこ 

と及び棚卸資産が134,140千円増加し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24,203千円の支出超過（前年同期は90,638千円の収入超過）となりました。 

これは主に、有形固定資産取得にかかる支出が45,799千円、無形固定資産取得にかかる支出が31,425千円あったこと 

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、125,534千円の支出超過（前年同期は429,616千円の収入超過）となりまし 

た。これは、配当金の支払が125,534千円によるものであります。 

 
前中間会計期間 

 （自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
 （自 平成18年４月１日 
 至 平成18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 △149,636 186,903 

投資活動によるキャッシュ・フロー 90,638 △24,203 

財務活動によるキャッシュ・フロー 429,616 △125,534 

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,148 4,073 

現金及び現金同等物の増減額 376,765 41,240 

現金及び現金同等物の期末残高 2,556,895 924,373 



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は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

２．商品仕入実績の金額には、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）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．販売実績の金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

２．販売実績の金額には、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。 

品目別 
当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

 パソコン本体系商品 (千円) 1,614,908 89.0 

周辺機器 (千円) 1,598,419 87.3 

ＤＯＳ/Ｖパーツ (千円) 1,436,735 87.0 

ソフト・サプライ (千円) 936,738 88.6 

バイク関連商品 (千円) 422,635 470.9 

サービス＆サポート (千円) 76,362 70.5 

その他 (千円) 25 0.5 

合計 (千円) 6,085,824 92.8 

 品目別 
当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

 パソコン本体系商品 (千円) 1,701,162 84.6 

周辺機器 (千円) 2,010,206 84.4 

ＤＯＳ/Ｖパーツ (千円) 1,825,113 91.3 

ソフト・サプライ (千円) 1,355,343 88.6 

バイク関連商品 (千円) 320,727 491.8 

サービス＆サポート (千円) 309,613 60.4 

その他 

（ポイント使用額含む） 
(千円) △213,346 88.1 

合計 (千円) 7,308,822 88.5 



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。 

 （注）１．売上高の金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

    ２．売上高の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ３．今期より関西地区を西日本地区に名称変更を行っております。 

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。 

地域別 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 前年同期比（％） 

店舗数 売上高（千円） 

東北 2 281,283 80.7 

関東 3 1,534,843 95.9 

東海東部 4 821,626 68.2 

東海中部 5 1,197,504 89.7 

東海西部 4 1,695,622 92.0 

北陸 4 1,048,820 86.4 

西日本 4 729,121 102.4 

合計 26 7,308,822 88.5 



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あ

ります。 

① 平成18年９月に「基幹システムの構築」を完了しました。 

(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。 

① 平成18年９月に「ＯＡナガシマ富士店」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18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19年７月に変更しております。 

      また、平成18年12月に新設する予定でありました首都圏第３支店につきましても、適当な物件が見つからな

かったため、予定を平成19年８月に変更しております。 

      平成19年２月に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19年８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 
投資額 

 （千円） 
完了年月 

沼津本部 沼津市大諏訪 基幹システム 114,761 平成18年９月 

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 

ＯＡナガシマ 

富士店 
富士市青島町 店舗 10,805 (1,426.37) 6,603 17,408  7(3) 680.98 



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】 

種類 発行可能株式総数（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18年９月30日） 

提出日現在発行数 
（株） 

（平成18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18年４月１日～ 

平成18年９月30日  
─  22,965 ─   331,986 ─   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㈱・日本マスタートラスト信託銀行㈱・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㈱    838株 

     日本マスタートラスト信託銀行㈱      495株 

 資産管理サービス信託銀行㈱                222株 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  平成18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２－５ 9,200 40.06 

長嶋 豊 東京都中央区 4,000 17.41 

長嶋 しのぶ 東京都中央区 3,200 13.93 

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８－11 838 3.64 

日本マスタートラスト信託銀行㈱

（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11－３ 495 2.15 

ＺＯＡ社員持株会 静岡県沼津市大諏訪719 242 1.05 

バンクオブニューヨークジーシー

エムクライアントアカウンツイー

アイエスジー （常任代理人：㈱

三菱東京ＵＦＪ銀行） 

東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 

カストディ業務部 
211 0.91 

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 

150 0.65 

小松物産㈱ 宮城県仙台市青葉区一番町１－４－28 135 0.58 

日本証券金融㈱ 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－10 116 0.50 

計 － 18,587 80.93 

  平成18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 － 

発行済株式総数 22,965 － － 

総株主の議決権 － 22,965 － 



②【自己株式等】 

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。 

３【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成18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 － － － － － 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 257,000 232,000 197,000 192,000 175,000 161,000 

最低（円） 202,000 166,000 150,000 138,000 134,000 140,000 



第５【経理の状況】 

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。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後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17年４月１日から平成17年９月30日ま

で）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18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。 

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         1.2％ 

② 売上高基準        0.0％ 

③ 利益基準         6.7％ 

④ 利益剰余金基準      2.2％ 

※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17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（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    2,056,895   924,373   883,133  

２．売掛金   340,422   259,993   356,812  

３．有価証券   500,000   －   －  

４．たな卸資産   1,980,090   2,570,134   2,435,993  

５．繰延税金資産   94,274   99,876   95,783  

６．その他   104,726   76,704   116,490  

貸倒引当金   △4,485   △12,584   △11,507  

流動資産合計   5,071,924 74.7  3,918,499 69.2  3,876,707 69.0 

Ⅱ 固定資産           

(1)有形固定資産 ※1          

１．建物  421,552   399,813   404,852   

２．土地  470,016   470,016   470,016   

３．その他  114,450 1,006,020 14.8 137,734 1,007,565 17.8 141,284 1,016,153 18.1 

(2)無形固定資産   20,774 0.3  98,688 1.7  49,117 0.9 

(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  25,147   23,119   25,201   

３．差入保証金  510,255   485,375   489,722   

４．その他  59,807 695,211 10.2 31,570 640,064 11.3 62,727 677,651 12.1 

固定資産合計   1,722,006 25.3  1,746,318 30.8  1,742,923 31.0 

資産合計   6,793,930 100.0  5,664,817 100.0  5,619,630 100.0 

                  

 



  
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（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．買掛金   1,410,387   1,883,320   1,823,459  

２．短期借入金   2,700,000   －   －  

３．未払法人税等   105,821   77,144   46,941  

４．未払消費税等 ※2  14,043   3,338   －  

５．賞与引当金   78,700   70,000   72,000  

６．役員賞与引当金   －   11,499   －  

７．ポイント引当金   90,396   87,576   89,030  

８．その他   132,111   206,218   178,766  

流動負債合計   4,531,459 66.7  2,339,097 41.3  2,210,197 39.3 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金   ―   1,000,000   1,000,000  

２．退職給付引当金   35,933   41,362   38,955  

３．役員退職慰労引当
金   19,769   18,219   23,352  

４．長期前受収益   10,679   －   2,519  

固定負債合計   66,382 1.0  1,059,581 18.7  1,064,827 18.9 

負債合計   4,597,841 67.7  3,398,678 60.0  3,275,025 58.3 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   331,986 4.9  － －  331,986 5.9 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  323,753 323,753 4.8 － － － 323,753 323,753 5.8 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  25,000   －   25,000   

２．任意積立金  1,172,451   －   1,172,451   

３．中間（当期）未処
分利益  342,896 1,540,348 22.7 － － － 491,414 1,688,866 30.1 

資本合計   2,196,088 32.3  － －  2,344,605 41.7 

負債資本合計   6,793,930 100.0  － －  5,619,630 100.0 

（純資産の部）                 

 Ⅰ 株主資本                 

１．資本金         331,986 5.9      

 ２．資本剰余金                 

 (1) 資本準備金  －     323,753     －     

 資本剰余金合計   － －  323,753 5.7  － － 

 ３．利益剰余金                 

 (1) 利益準備金  －     25,000     －     

 (2) その他利益剰余金                 

 特別償却準備金  －     808     －     

 別途積立金  －     1,370,700     －     

 繰越利益剰余金  －     213,890     －     

 利益剰余金合計   － －  1,610,399 28.4  － － 

株主資本合計   － －  2,266,138 40.0  － － 

純資産合計   － －  2,266,138 40.0  － － 

負債純資産合計   － －  5,664,817 100.0  － － 

           



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（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   8,256,575 100.0  7,308,822 100.0  16,734,293 100.0 

Ⅱ 売上原価   6,710,452 81.3  5,952,763 81.4  13,639,123 81.5 

売上総利益   1,546,123 18.7  1,356,058 18.6  3,095,170 18.5 

Ⅲ 販売費及び一般管
理費   1,238,898 15.0  1,206,944 16.5  2,506,512 15.0 

営業利益   307,224 3.7  149,114 2.0  588,657 3.5 

Ⅳ 営業外収益 ※1  55,094 0.7  39,283 0.5  64,952 0.4 

Ⅴ 営業外費用 ※2  57,412 0.7  38,549 0.5  77,243 0.5 

経常利益   304,906 3.7  149,848 2.1  576,367 3.4 

Ⅵ 特別損失 ※3  2,657 0.0  － －  21,278 0.1 

税引前中間（当

期）純利益 
  302,248 3.7  149,848 2.1  555,088 3.3 

法人税、住民税
及び事業税  99,648   72,017   205,534   

法人税等調整額  30,220 129,868 1.6 △2,009 70,007 1.0 28,656 234,191 1.4 

中間（当期）純
利益   172,379 2.1  79,840 1.1  320,897 1.9 

前期繰越利益   170,517   －    170,517  

中間（当期）未
処分利益   342,896   －    491,414  

           



③【中間株主資本等変動計算書】 

 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本
合計 

純資産 
合計 資本準備

金 
資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益剰余金 
  

利益剰余
金合計 

特別償却
準備金 

別途積立
金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
331,986 323,753 323,753 25,000 1,751 1,170,700 491,414 1,688,866 2,344,605 2,344,605 

中間会計期間中の変動額           

剰余金の配当（注）             △126,307 △126,307 △126,307 △126,307 

別途積立金の積立て

（注） 
          200,000 △200,000 － － － 

特別償却準備金の取崩し

（注） 
        △943   943 － － － 

役員賞与（注）             △32,000 △32,000 △32,000 △32,000 

中間純利益             79,840 79,840 79,840 79,840 

中間会計期間中の変動額合

計（千円） 
－ － － － △943 200,000 △277,524 △78,467 △78,467 △78,467 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
331,986 323,753 323,753 25,000 808 1,370,700 213,890 1,610,399 2,266,138 2,266,138 



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18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 

    

税引前中間（当期）
純利益 

 302,248 149,848 555,088 

減価償却費  33,403 42,344 72,628 

 減損損失  － － 10,939 

 保険解約収益  － △18,193 － 

貸倒引当金の増減額 
（△：減少） 

 △780 1,077 6,241 

賞与引当金の増減額 
（△：減少） 

 △899 △2,000 △7,599 

ポイント引当金の増
減額（△：減少） 

 △33,479 △1,454 △34,845 

退職給付引当金の増
減額（△：減少） 

 1,082 2,407 4,104 

役員退職慰労引当金
の増減額 
（△：減少） 

 2,499 △5,133 6,083 

役員賞与引当金の増
減額（△：減少） 

 － 11,499 － 

受取利息及び受取配
当金 

 △4,155 △6,625 △4,320 

支払利息  18,011 7,730 35,571 

為替差損益  △6,148 △4,073 △13,256 

 固定資産除却損  － － 10,338 

役員賞与支払額  △35,000 △32,000 △35,000 

通貨オプション資産
の減少額 

 △37,196 21,043 △30,370 

売上債権の増減額
（△：増加） 

 68,481 94,127 55,553 

未収入金の増減額 
（△：増加） 

 △13,505 36,658 △25,351 

棚卸資産の増減額 
（△：増加） 

 151,588 △134,140 △304,315 

仕入債務の増減額 
（△：減少） 

 △243,497 59,861 169,573 

未払金の増減額 
（△：減少） 

 △16,091 19,763 △19,153 

未払消費税等の増減
額（△：減少） 

 △19,503 3,338 △33,546 

その他  △30,886 △18,077 △52,450 

小計  136,172 228,001 365,915 

 



  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18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 

 4,155 6,625 4,320 

利息の支払額  △18,011 △7,066 △38,351 

法人税等の支払額  △271,953 △40,657 △430,835 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △149,636 186,903 △98,951 

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 

 △11 － △11 

定期預金取崩しによ
る収入 

 100,870 － 100,870 

有形固定資産の取得
による支出 

 △35,837 △45,799 △61,115 

 無形固定資産の取得
による支出 

 － △31,425 △20,521 

保険積立金の支払額  △1,973 △1,606 △3,997 

保険解約による収入  － 51,351 － 

差入保証金による支
出 

 － △5,039 △24,307 

差入保証金返還によ
る収入 

 38,015 9,385 76,256 

その他  △10,425 △1,070 △8,090 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 90,638 △24,203 59,083 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

短期借入の返済によ
る支出 

 － － △2,700,000 

 長期借入による収入  － － 1,000,000 

 株式の発行による収
入 

 530,239 － 530,239 

配当金の支払額  △100,623 △125,534 △100,623 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 429,616 △125,534 △1,270,383 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 6,148 4,073 13,256 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額 

 376,765 41,240 △1,296,995 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 2,180,129 883,133 2,180,129 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

 2,556,895 924,373 883,133 

     



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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び

評価方法 

(1）有価証券 

子会社株式 

 移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

 その他有価証券 

時価のないもの 

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 同左 

 (2）デリバティブ 

時価法 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

 (3）たな卸資産 

商品  移動平均法による低価

法 

貯蔵品 最終仕入原価法による

原価法 

(3）たな卸資産 

同左 

(3）たな卸資産 

同左 

２．固定資産の減価償却

の方法 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 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。 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

 建物     15～34年 

工具器具備品 ３～８年 

  

 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 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。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

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。 

───── 

  

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 

 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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (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。 

(2）賞与引当金 

同左 

(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、当期負担額

を計上しております。 

 (3）役員賞与引当金 

───── 

(3）役員賞与引当金 

 役員に支給する賞与の支払に備

えるため、当事業年度における支

給見込額の当中間会計期間負担額

を計上しております。 

（会計方針の変更） 

 当中間会計期間より、「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計

基準第４号）を適用しておりま

す。 

 これにより、前事業年度と同一

の基準を適用した場合と比べて、

販売費及び一般管理費が11,499千

円増加し、営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益がそれぞれ同

額減少しております。 

(3）役員賞与引当金 

─────  

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (4）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。 

(4）退職給付引当金 

同左 

(4）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

見込額に基づき発生していると認

められる額を計上しております。 

 (5）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。 

(5）役員退職慰労引当金 

同左 

(5）役員退職慰労引当金 

 役員退職金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末退職金要支

給額を計上しております。 

 (6）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。 

(6）ポイント引当金 

同左 

(6）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

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 

 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。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 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。 

② ヘッジ方針 

同左 

② ヘッジ方針 

同左 

 ③ ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・金利スワップ 

ヘッジ対象・・・借入金 

③ ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

③ ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 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。 

④ ヘッジ有効性の評価方法 

同左 

④ ヘッジ有効性の評価方法 

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 

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 



会計処理の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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。 

────── 

  

  

  

(固定資産の減損会計に係る会計基

準) 

 当事業年度より、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

10,939千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。 

 ────── 

  

  

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）  

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の分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。 

 従来の基準に従った資本の部の合

計に相当する金額は2,266,138千円で

あります。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

  

──────  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

730,195千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

       744,931千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

709,035千円 

※２．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。 

※２．      同左 ※２．      同左 

 ３．  ────── 

  

 ３．コミットメントライン（特定融資枠契

約） 

  当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行３行とコミットメント

ライン（特定融資枠契約）を締結してお

ります。この契約に基づく当期末の借入

未実行残高は次の通りであります。 

コミットメント 

ライン総額  
1,500,000千円  

借入実行残高 －  

借入未実行残高 1,500,000千円  

 ３．      同左 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 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    125千円

受取配当金      6,500千円

受取手数料      5,103千円

保険解約収益     18,193千円

受取利息    319千円

受取配当金      4,000千円

受取手数料     11,873千円

通貨オプション評価益     30,370千円

※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 18,011千円

上場関連費用 38,328千円

支払利息      7,730千円

通貨オプション損失     21,043千円

支払利息     35,571千円

上場関連費用   38,328千円

※３．減損損失 

 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。 

※３．───── 

  

※３．減損損失 

 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 

 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

パソコンの館 
敦賀店 
(福井県敦賀市)

店舗設備  

 建物 
工具器具備品 

  敷金 

284千円

1,397千円

6,600千円

 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。 

  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帳簿

価額を回収可能額まで減額し、当該減少額

（10,939千円）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及び現時点で店舗賃借契

約を解約した場合に返還されないと見込まれ

る敷金であるため、回収可能額は零として算

定しております。 

 また、上記記載のパソコンの館なんさん店

は、平成17年11月に閉店致しました。 

  

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 32,358千円

無形固定資産 713千円

有形固定資産     37,853千円

無形固定資産    4,490千円

有形固定資産     69,058千円

無形固定資産      2,618千円



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．配当に関する事項 

配当金支払額 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当中間会計期間増
加株式数（株） 

当中間会計期間減
少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 22,965 － － 22,965 

合計 22,965 － － 22,965 

自己株式     

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

決議 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月23日 

定時株主総会 
普通株式 126,307 5,500 平成18年３月31日 平成18年６月26日 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在） 

 （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 924,373

預金期間が３ヶ月を超える

定期預金 
―

   

現金及び現金同等物 924,373

 （千円）

現金及び預金勘定 883,133

預金期間が３ヶ月を超える

定期預金 
―

  
現金及び現金同等物 833,133



（リース取引関係） 

（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。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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。 

 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 1,120,581 
△3,029 92,993 

－ 
－ － 

528,615 
△47 46,988 

 （米ドル） (△96,022) (－) (△47,036)

 買建コール 373,527 
30,898 4,128 

－ 
－ － 

176,205 
21,091 9,305 

 （米ドル） (26,770) (－) (11,785)

 合計 － 27,869 97,122 － － － － 21,043 56,294 



（持分法損益等） 

 該当事項はありません。 

  

（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。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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   98,677円94銭

１株当たり中間純利

益金額 
   3,476円63銭

１株当たり純資産額  100,701円31銭

１株当たり当期純利

益金額 
  12,929円51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17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間（当期）純利益（千円） 172,379 79,840 320,897 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 32,000 

（うち利益処分による役員賞与金） － － (32,000) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
172,379 79,840 288,897 

期中平均株式数（株） 21,727 22,965 22,344 



(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）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第24期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月23日東海財務局長に提出。

(2）有価証券報告書の訂正報告書 

 平成18年７月10日東海財務局長に提出 

 事業年度（第24期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であ

ります。 



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。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年12月15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18年４月１日から平成19年３月31日までの第25期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から平成

18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、中間株主資本等変動計算書及

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18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18年４月１

日から平成18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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