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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第27期
第２四半期
累計期間

第27期
第２四半期
会計期間

第26期

会計期間
自平成20年４月１日
至平成20年９月30日

自平成20年７月１日
至平成20年９月30日

自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

売上高（千円） 6,636,414 3,287,350 14,661,965

経常利益（千円） 56,530 11,072 281,447

四半期（当期）純利益（千円） 26,010 4,125 129,761

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） － 331,986 331,986

発行済株式総数（株） － 22,965 22,965

純資産額（千円） － 2,212,444 2,251,333

総資産額（千円） － 4,799,231 5,144,887

１株当たり純資産額（円） － 99,306.26 100,510.42

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
1,165.39 185.09 5,728.97

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） 2,500 2,500 5,000

自己資本比率（％） － 46.1 43.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
290,370 － △353,115

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△5,249 － △50,899

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△223,850 － △8,744

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 381,847 320,574

従業員数（人） － 155 168

　（注）１．当社は四半期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株当たり四半期（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．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。
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２【事業の内容】

　当第２四半期会計期間において、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。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 155 (120)

　（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）の当第２四半期会計期間の平均

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。
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第２【事業の状況】

１【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。

(1) 商品仕入実績

　当第２四半期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。

品目別
当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

　パソコン本体系商品 (千円) 563,343

周辺機器 (千円) 597,727

ＤＯＳ/Ｖパーツ (千円) 788,208

ソフト・サプライ (千円) 405,733

バイク関連商品 (千円) 170,770

サービス＆サポート (千円) 31,216

合計 (千円) 2,557,000

　（注）１．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。

　　　　２．金額は、仕入価格によるものです。

３．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

(2) 販売実績

①　当第２四半期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。

　品目別
当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

　パソコン本体系商品 (千円) 584,308

周辺機器 (千円) 724,223

ＤＯＳ/Ｖパーツ (千円) 862,037

ソフト・サプライ (千円) 512,558

バイク関連商品 (千円) 259,884

通信販売 (千円) 298,117

サービス＆サポート (千円) 135,210

その他

（ポイント使用額含む）
(千円) △88,990

合計 (千円) 3,287,350

　（注）１．販売実績の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

EDINET提出書類

株式会社ＺＯＡ(E03460)

四半期報告書

 4/22



②　当第２四半期会計期間の販売実績を「地域別」に示すと、次のとおりです。

地域別

当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

店舗数 売上高（千円）

東北 2 141,648

関東 4 541,431

東海東部 4 329,023

東海中部 6 539,709

東海西部 4 762,917

北陸 3 426,696

西日本 3 247,839

通信販売 ― 298,084

合計 26 3,287,350

 （注）１．売上高の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　 ２．売上高の金額は、ポイント使用額（売上値引き額）を控除しております。

　　　 ３．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中における将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において、当社が判断したものであります。

(1) 業績の状況

　当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、原油価格や食料品などの物価高騰と米国発の金融市場の混乱に端を

発した景気の減速により厳しさを増しました。また、これら物価高騰による消費者心理冷え込みの影響を受け、小売業

を取り巻く環境は非常に厳しい状況であります。

　パソコン業界においては、昨年から続くメモリ製品の販売単価下落に加えて、５万円パソコンの販売台数シェア拡大

に伴うパソコン本体の販売単価の下落が大きく、販売台数は前年同期比128％と増加したものの、売上高は伸び悩みま

した。その他、周辺機器を始めとする当社取扱商品の大半において販売単価が下落しており、売上高の確保が困難な状

況が続いております。この結果、パソコン事業の売上高は、2,729,347千円となりました。

　バイク事業においては、ヘルメットの販売が好調に推移し、前年の売上高を上回る実績を上げております。特に当社

独自のプライベートブランド（ＰＢ）商品のヘルメットが好調で、要因としてはお客様の要望を取り入れた改良を加

えて商品価値の向上に努めたこと、及びお客様の認知度・製品信頼度の向上によるところが大きいと考えられます。

この結果、バイク事業の売上高は、259,884千円となりました。

　通信販売事業においては、楽天市場に出店を開始したことで認知度が高まり、売上高を大幅に増加しております。ま

た、自社サイトである「ｅ－ｚｏａ．ｃｏｍ」においても、第１四半期より実施しているＷｅｂサイトのメンテナン

ス強化の効果により、利用者を伸ばしております。引き続き、メンテナンス業務には力を入れて、魅力的なサイト運営

による集客の増加と売上高の拡大に取り組んでまいります。この結果、通信販売事業の売上高は、298,117千円となりま

した。

　以上の結果、当第２四半期会計期間の業績については、売上高3,287,350千円、経常利益11,072千円、四半期純利益4,125

千円となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末に比べ61,273千円増加し、

381,847千円となりました。当第２四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下

のとおりであります。

（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、175,120千円の収入超過となりました。その主たる要因は、税引前四半期純利

益15,978千円、減価償却費21,579千円を計上し、たな卸資産180,555千円、未払金52,902千円が減少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、1,538千円の支払超過となりました。その主たる要因は、固定資産の取得によ

る支出710千円、差入保証金の差入による支出4,438千円、敷金及び保証金の回収による収入5,206千円等によるもので

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、41,987千円の支払超過となりました。その主たる要因は、短期借入金の返済に

よる支出30,000千円、配当の支払額4,871千円等によるものであります。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期会計期間において、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) 研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期会計期間において、パソコンの館敦賀店を閉店しました。その主要な設備は、次のとおりであります。

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
土地

(面積千㎡)
その他 合計   

パソコンの館　敦賀店

（福井県敦賀市）
店舗 －

－

(1,416.00)
367 367

2

(3)
(504.85)

（注）１．帳簿価格のうち、「その他」は、構築物、工具器具備品であります。

　　　　　なお、金額には消費税等は含んでおりません。

　　　２．土地面積及び売場面積のうち（　）内の数値は、賃借面積を外書で表示しております。

　　　３．従業員数のうち（　）内の数値は、臨時雇用者数を外書しております。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期会計期間において、前四半期会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 81,000

計 81,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現在発
行数（株）
（平成20年９月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成20年11月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 22,965 22,965 ジャスダック証券取引所 －

計 22,965 22,965 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金
残高（千円）

平成20年７月１日～

平成20年９月30日
―　 22,965 　― 331,986 　― 323,753
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（５）【大株主の状況】

　 平成20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株式会社 大阪市中央区本町三丁目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

ＺＯＡ社員持株会　 静岡県沼津市大諏訪719　 295 1.28

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）
東京都港区浜松町二丁目11－３　 144 0.62

糀　英夫 京都市上京区　 135 0.58

小松物産株式会社　 仙台市青葉区一番町１－４－28　 135 0.58

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９－１ 129 0.56

ステートストリートバンクアンドト

ラストカンパニー505025

（常任代理人株式会社みずほコーポ

レート銀行兜町証券決済業務室）

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUS

ETTS 02101 U.S.A

（東京都中央区日本橋兜町６－７）

104 0.45

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社(信託口)
東京都中央区晴海一丁目８－11 100 0.43

計 － 17,442 75.95

　（注）１．日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数の

うち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社　　　144株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社　100株

２．上記のほか、自己株式が686株あります。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20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） 普通株式　686 ― ―

完全議決権株式（その他） 　普通株式　22,279 22,279

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 22,965 ― ―

総株主の議決権 ― 22,279 ―

②【自己株式等】

　 平成20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(％)

株式会社ＺＯＡ 静岡県沼津市大諏訪719 686 ― 686 2.99

計 ― 686 ― 686 2.99
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 80,100 79,900 77,400 74,600 70,000 70,000

最低（円） 74,500 74,500 68,200 68,000 66,100 60,300

　（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、当四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。　

(1) 役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役

業務本部長兼

営業推進グループマネージャー兼

業務推進グループマネージャー　

取締役　

管理部長兼

業務推進部長兼

ＣＳＲ室長兼

システム推進部長　

伊井　一史　 平成20年７月16日

取締役

管理本部長兼

システム推進グループマネー

ジャー兼

ＣＳＲグループマネージャー　

取締役　 システム推進副部長　 松森　建次　 平成20年７月16日
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20

年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期財務諸

表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）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、四半期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は次のとおりであります。

　　資産基準　　　　 　 1.0％

　　売上高基準　　　 　 0.1％

　　利益基準　　　　 　 1.4％

　　利益剰余金基準　 　 2.1％

※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 381,847 320,574

売掛金 298,146 262,959

商品 2,208,442 2,555,276

貯蔵品 6,877 5,470

その他 133,262 168,710

貸倒引当金 △4,144 △3,810

流動資産合計 3,024,431 3,309,180

固定資産

有形固定資産

土地 654,403 654,403

その他（純額） 432,278 463,756

有形固定資産合計 ※
 1,086,682

※
 1,118,160

無形固定資産 71,048 81,282

投資その他の資産

差入保証金 456,906 467,480

その他 160,163 168,783

投資その他の資産合計 617,069 636,263

固定資産合計 1,774,800 1,835,707

資産合計 4,799,231 5,144,887

負債の部

流動負債

買掛金 1,170,339 1,215,229

短期借入金 － 150,000

1年内返済予定の長期借入金 309,662 59,666

未払法人税等 14,255 89,497

賞与引当金 42,157 61,056

ポイント引当金 65,482 75,898

その他 153,338 153,575

流動負債合計 1,755,234 1,804,923

固定負債

長期借入金 754,838 1,013,834

退職給付引当金 55,915 52,778

役員退職慰労引当金 20,799 22,019

固定負債合計 831,553 1,088,631

負債合計 2,586,787 2,893,554

純資産の部

株主資本

資本金 331,986 331,986

資本剰余金 323,753 323,753

利益剰余金 1,627,226 1,657,214

自己株式 △70,522 △61,620

株主資本合計 2,212,444 2,251,333

純資産合計 2,212,444 2,251,333

負債純資産合計 4,799,231 5,144,887
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（２）【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 6,636,414

売上原価 5,503,969

売上総利益 1,132,444

販売費及び一般管理費 ※
 1,077,724

営業利益 54,719

営業外収益

受取手数料 8,388

その他 602

営業外収益合計 8,990

営業外費用

支払利息 7,018

その他 160

営業外費用合計 7,179

経常利益 56,530

特別利益

前期損益修正益 6,600

その他 59

特別利益合計 6,659

特別損失

固定資産除却損 367

減損損失 1,326

特別損失合計 1,694

税引前四半期純利益 61,496

法人税、住民税及び事業税 9,682

法人税等調整額 25,803

法人税等合計 35,486

四半期純利益 26,010
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 3,287,350

売上原価 2,737,805

売上総利益 549,544

販売費及び一般管理費 ※
 538,808

営業利益 10,736

営業外収益

受取手数料 4,242

その他 290

営業外収益合計 4,532

営業外費用

支払利息 4,127

その他 68

営業外費用合計 4,195

経常利益 11,072

特別利益

前期損益修正益 6,600

特別利益合計 6,600

特別損失

固定資産除却損 367

減損損失 1,326

特別損失合計 1,694

税引前四半期純利益 15,978

法人税、住民税及び事業税 △16,906

法人税等調整額 28,759

法人税等合計 11,852

四半期純利益 4,125
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 61,496

減価償却費 43,051

減損損失 1,326

貸倒引当金の増減額（△は減少） 334

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,219

退職給付費用 3,137

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,898

受取利息及び受取配当金 △149

ポイント引当金の増減額（△は減少） △10,416

支払利息 7,018

売上債権の増減額（△は増加） △37,488

たな卸資産の増減額（△は増加） 345,427

仕入債務の増減額（△は減少） △44,889

未払金の増減額（△は減少） 121

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,698

預り金の増減額（△は減少） 7,237

前払費用の増減額（△は増加） 20,127

その他 △1,636

小計 381,279

利息及び配当金の受取額 149

利息の支払額 △7,018

法人税等の支払額 △84,039

営業活動によるキャッシュ・フロー 290,370

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 △12,527

有形固定資産の売却による収入 72

無形固定資産の取得による支出 △1,472

差入保証金の差入による支出 △4,438

敷金及び保証金の回収による収入 15,013

その他 △1,895

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,249

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △150,000

長期借入金の返済による支出 △9,000

自己株式の取得による支出 △8,901

配当金の支払額 △55,949

財務活動によるキャッシュ・フロー △223,850

現金及び現金同等物に係る換算差額 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 61,273

現金及び現金同等物の期首残高 320,574

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 381,847
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第２四半期会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

該当事項はありません。

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

会計処理基準に関する事項の

変更

たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては、従来、主として移動平均法による

低価法によっておりましたが、第１四半期

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、従来の方法によった場合と比べ、損

益に与える影響はありません。

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

該当事項はありません。

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第２四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末
（平成20年９月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額　　 831,232千円

　

※　有形固定資産の減価償却累計額　　810,913千円

　

（四半期損益計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。

給与及び手当 379,243千円

賃借料 203,461千円　

賞与引当金繰入額 42,157千円　

退職給付引当金繰入額 3,137千円　

役員退職慰労引当金繰入額 2,491千円

　

当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。

給与及び手当 184,011千円

賃借料 105,982千円　

賞与引当金繰入額 26,478千円　

退職給付引当金繰入額 757千円　

役員退職慰労引当金繰入額 1,150千円
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年９月30日現在）

　

　 （千円）

現金及び預金勘定 381,847

預入期間が３ヶ月を超える定期預金　 ―

現金及び現金同等物　 381,847

　

（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年

９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　22,965株　

　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　   686株

　

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

　

４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

　
（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 配当の原資

平成20年６月17日

定時株主総会
普通株式 55,997 2,500 平成20年３月31日 平成20年６月18日 利益剰余金

(2) 基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間末後となる

もの

　
（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 配当の原資

平成20年11月７日

取締役会
普通株式 55,697 2,500 平成20年９月30日 平成20年12月５日 利益剰余金

５．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。
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（有価証券関係）

　該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

（企業結合等関係）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
（平成20年９月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 99,306 円 26 銭 １株当たり純資産額 100,510 円 42 銭

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 1,165 円 39 銭

　　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

　ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

　ん。

１株当たり四半期純利益金額 185 円 09 銭

　　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

　ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

　ん。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

四半期純利益（千円） 26,010 4,125

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益（千円） 26,010 4,125

期中平均株式数（株） 22,319 22,291

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

（リース取引関係）

　該当事項はありません。

２【その他】

　平成20年11月７日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）中間配当による配当金の総額・・・・・・・・55,697千円

（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・2,500円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・平成20年12月５日

　（注）平成20年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。

EDINET提出書類

株式会社ＺＯＡ(E03460)

四半期報告書

20/22



第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年11月10日

株式会社ＺＯＡ

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 田原　準平　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小竹　伸幸　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＺＯＡの平

成20年４月１日から平成21年３月31日までの第27期事業年度の第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月

30日まで）及び第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四

半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＺＯＡの平成20年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四

半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

　　　　　告書提出会社）が別途保管しております。

　　　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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