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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３四半期
累計期間

第27期
第３四半期
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12月31日

自平成20年10月１日
至平成20年12月31日

自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

売上高（千円） 10,037,053 3,400,638 14,661,965

経常利益（千円） 112,146 55,615 281,447

四半期（当期）純利益（千円） 53,982 27,972 129,761

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） － 2,171,505 2,251,333

総資産額（千円） － 4,672,167 5,144,887

１株当たり純資産額（円） － 98,790.10 100,510.42

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
2,427.49 1,266.98 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 － 5,000

自己資本比率（％） － 46.5 43.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
347,606 － △353,115

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
32,782 － △50,899

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△296,003 － △8,744

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 405,013 320,574

従業員数（人） － 142 168

　（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３四半期会計期間において、大和紡績株式会社がその他の関係会社となりましたが、重要な営業上の取引はあり

ません。

３【関係会社の状況】

　当第３四半期会計期間において、その他の関係会社でありましたダイワボウ情報システム株式会社が大和紡績株式

会社の子会社となったことにより、大和紡績株式会社が当社のその他の関係会社となりました。

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の内容
議決権の所有
割合（％）

関係内容

(その他の関係会社) 　  　  　

大和紡績株式会社 大阪市中央区 18,181,647

繊維製品の製造・加

工・販売、電気部品

組立・情報機器の販

売、レジャー及び不

動産業等

　間接所有

(41.85)

重要な営業上の取引は

ありません。

　（注）１．大和紡績株式会社は、有価証券報告書を提出しております。

２．議決権の所有割合又は被所有割合の()は、当第３四半期会計期間末時点の被所有割合を示しております。

４【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 142 (124)

　（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３四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３四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３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

　パソコン本体系商品 (千円) 673,952

周辺機器 (千円) 612,388

ＤＯＳ/Ｖパーツ (千円) 812,047

ソフト・サプライ (千円) 423,171

バイク関連商品 (千円) 184,415

サービス＆サポート (千円) 34,768

合計 (千円) 2,740,743

　（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３四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３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

　パソコン本体系商品 (千円) 668,988

周辺機器 (千円) 718,060

ＤＯＳ/Ｖパーツ (千円) 832,690

ソフト・サプライ (千円) 614,851

バイク関連商品 (千円) 244,261

通信販売 (千円) 301,251

サービス＆サポート (千円) 108,500

その他

（ポイント使用額含む）
(千円) △87,967

合計 (千円) 3,400,638

　（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。
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②　当第３四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３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

店舗数 売上高（千円）

東北 2 135,394

関東 4 548,521

東海東部 4 344,393

東海中部 5 596,898

東海西部 4 789,176

北陸 3 425,943

西日本 3 259,080

通信販売 － 301,230

合計 25 3,400,638

 （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３四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３四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の深刻化と世界経済の一層の減速、株式・為替市

場の大幅な変動等から、景気の下押し圧力が高まっております。個人消費につきましても、先行きの雇用不安及び個

人収入の減少への懸念から、停滞感をより強めております。

　このような状況で当社は、パソコン事業においては、パソコン本体の販売促進と接客サービスの更なる向上に取り

組んでまいりました。特にウルトラモバイルパソコンを中心とするいわゆる５万円パソコンについては、品揃えを充

実させるとともに、周辺機器を含めた提案型販売を実施しました。これらの取り組みがお客様に好評を得ており、パ

ソコン本体の販売台数は前年に比べて増加しました。これは、パソコン本体の単価下落に伴い競合他店との価格競争

が一段落する中、顧客ニーズが価格よりもサービス・サポート・品揃えに移行している結果であると判断しておりま

す。しかし、売上高は販売単価下落の影響を受けて減少しておりす。今後も、現在の販売戦略を進めることで、パソコン

本体及び周辺機器の販売増に取り組み、売上高の増加に努めてまいります。

　以上の結果、パソコン事業全体の売上高は2,855,125千円となりました。

　バイク事業においては、エンジンオイルやクリーナーなどメンテナンス用品の販売促進を実施したことで、売上高

が増加しました。加えて、プライベートブランド（ＰＢ）商品の販売強化等によりヘルメット・バッグ等の売上高が

増加し、バイク事業全体の売上高は244,261千円となりました。

　通信販売事業においては、当第３四半期も前年を上回る実績を上げており、売上高は301,251千円となりました。

　以上の結果、当第３四半期会計期間の業績については、売上高3,400,638千円、経常利益55,615千円、四半期純利益

27,972千円となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

　当第３四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、前期末に比べて84,438千円増加

し、405,013千円となりました。当第３四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、57,236千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

55,615千円を計上し、たな卸資産が89,683千円減少、仕入債務が78,082千円減少、法人税等を9,695千円支払いしたこと

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、38,032千円の収入超過となりました。その主たる要因は、差入保証金の回

収による収入39,292千円、有形固定資産の取得による支出1,060千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、72,153千円の支払超過となりました。その主たる要因は、配当の支払額54,439

千円、自己株式の取得による支出13,213千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３四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３四半期会計期間において、ＯＡナガシマ静岡店を閉店しました。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

ＯＡナガシマ　静岡店

（静岡市葵区）
店舗 －

－

(1,333.82)
－ －

3

(2)
(486.65)

（注）１．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。

　　　２．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

　平成20年12月31日現在における進行中及び計画中の主なものは以下のとおりであります。

なお、除却等及び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。

事業所名 所在地 設備の内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手及び完了予定年月
完成後の
増加能力総額

(千円)
既支払額

(千円) 着手 完了

ロジスティクセ

ンター

静岡県沼津

市
機械装置 50,000 ― 自己資金

平成21年

10月

平成21年

12月

業務効率

25％アップ

コンピュータプ

ラザＺＯＡ名古

屋店

愛知県名古

屋市
店舗 35,000 ― 自己資金

平成21年

６月

平成21年

７月
　

近畿・中四国第

５支店
近畿圏 店舗 35,000 ― 自己資金

平成21年

６月

平成21年

７月
　

　（注）１．上記の金額には消費税等が含まれておりません。　

　　　　２．前事業年度より予定しております店舗の新設については、当社の出店条件に一致する物件が確保できないため、

引き続き選定を行っておりますので、着手及び完成予定を延長しております。また、ロジスティクスセンター

の機械装置の計画については、店舗増設にあわせた設備増強であるため、店舗の新設の延長にあわせて着手

及び完成予定日を延長しております。
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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３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在発行数
（株）

（平成21年２月12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

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。なお、単元株式制度は採

用しておりません。

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10月１日～

平成20年12月31日
―　 22,965 　― 331,986 　― 323,753

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。
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　 平成20年12月31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 ―

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。なお、単元株式制

度は採用しておりませ

ん。

完全議決権株式（その他） 　普通株式　22,279 22,279 同上

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12月31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

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 10月 11月 12月

最高（円） 80,100 79,900 77,400 74,600 70,000 70,000 63,500 45,050 55,900

最低（円） 74,500 74,500 68,200 68,000 66,100 60,300 36,100 36,700 45,100

　（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３四半期会計期間（平成20年10月１日から平成20

年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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　　　 　    0.0％

　　利益基準　　　　 　    1.3％

　　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。
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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３四半期会計期間末
(平成20年12月31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 405,013 320,574

売掛金 294,981 262,959

商品 2,119,046 2,555,276

貯蔵品 6,588 5,470

その他 129,876 168,710

貸倒引当金 △4,103 △3,810

流動資産合計 2,951,403 3,309,180

固定資産

有形固定資産

土地 654,403 654,403

その他（純額） 416,730 463,756

有形固定資産合計 ※
 1,071,134

※
 1,118,160

無形固定資産 66,522 81,282

投資その他の資産

差入保証金 424,364 467,480

その他 158,742 168,783

投資その他の資産合計 583,106 636,263

固定資産合計 1,720,764 1,835,707

資産合計 4,672,167 5,144,887

負債の部

流動負債

買掛金 1,092,256 1,215,229

短期借入金 － 150,000

1年内返済予定の長期借入金 405,494 59,666

未払法人税等 15,695 89,497

賞与引当金 20,000 61,056

ポイント引当金 62,863 75,898

その他 172,425 153,575

流動負債合計 1,768,735 1,804,923

固定負債

長期借入金 654,506 1,013,834

退職給付引当金 55,471 52,778

役員退職慰労引当金 21,949 22,019

固定負債合計 731,927 1,088,631

負債合計 2,500,662 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 1,599,501 1,657,214

自己株式 △83,736 △61,620

株主資本合計 2,171,505 2,251,333

純資産合計 2,171,505 2,251,333

負債純資産合計 4,672,167 5,144,887
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 10,037,053

売上原価 8,334,108

売上総利益 1,702,944

販売費及び一般管理費 ※
 1,594,001

営業利益 108,942

営業外収益

受取手数料 12,429

その他 2,670

営業外収益合計 15,100

営業外費用

支払利息 11,272

その他 623

営業外費用合計 11,896

経常利益 112,146

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 117,112

法人税、住民税及び事業税 23,333

法人税等調整額 39,796

法人税等合計 63,129

四半期純利益 53,982
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 3,400,638

売上原価 2,830,139

売上総利益 570,499

販売費及び一般管理費 ※
 516,276

営業利益 54,222

営業外収益

受取手数料 4,041

その他 2,068

営業外収益合計 6,109

営業外費用

支払利息 4,253

その他 463

営業外費用合計 4,716

経常利益 55,615

税引前四半期純利益 55,615

法人税、住民税及び事業税 13,650

法人税等調整額 13,992

法人税等合計 27,643

四半期純利益 27,972
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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３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31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 117,112

減価償却費 63,758

減損損失 1,326

貸倒引当金の増減額（△は減少） 293

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △69

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,693

賞与引当金の増減額（△は減少） △41,056

受取利息及び受取配当金 △150

ポイント引当金の増減額（△は減少） △13,035

支払利息 11,272

売上債権の増減額（△は増加） △29,275

たな卸資産の増減額（△は増加） 435,111

仕入債務の増減額（△は減少） △122,972

未払金の増減額（△は減少） 1,963

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,844

預り金の増減額（△は減少） 15,102

前払費用の増減額（△は増加） 2,599

その他 △1,872

小計 451,644

利息及び配当金の受取額 150

利息の支払額 △10,453

法人税等の支払額 △93,735

営業活動によるキャッシュ・フロー 347,606

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 △13,587

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 △2,371

差入保証金の差入による支出 △4,589

差入保証金の回収による収入 54,305

その他 △1,045

投資活動によるキャッシュ・フロー 32,782

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 △13,500

自己株式の取得による支出 △22,115

配当金の支払額 △110,388

財務活動によるキャッシュ・フロー △296,003

現金及び現金同等物に係る換算差額 52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 84,438

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 ※
 405,013
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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３四半期会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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３四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

【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３四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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３四半期会計期間末
（平成20年12月31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　　 846,781千円

　

※　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３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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        550,566千円

賃借料
       297,128千円

　

賞与引当金繰入額       20,000千円　

退職給付費用      8,254千円　

役員退職慰労引当金繰入額      3,641千円

　

当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31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        171,323千円

賃借料        93,666千円　

賞与引当金繰入額       20,000千円　

退職給付費用    3,319千円　

役員退職慰労引当金繰入額     1,150千円

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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12月31日現在）

　

　 （千円）

現金及び預金勘定 405,013

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　 405,013
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（株主資本等関係）

当第３四半期会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年

12月31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　　　   984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

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。

（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。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期会計期間末
（平成20年12月31日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 98,790 円 10 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３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 2,427 円 49 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 1,266 円 98 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３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

四半期純利益（千円） 53,982 27,972

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） 53,982 27,972

期中平均株式数（株） 22,238 22,078

（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。
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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21年２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３四半期会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月

31日まで）及び第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四

半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四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。

EDINET提出書類

株式会社ＺＯＡ(E03460)

四半期報告書

20/20


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	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
	（３）ライツプランの内容
	（４）発行済株式総数、資本金等の推移
	（５）大株主の状況
	（６）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	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

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期財務諸表
	（１）四半期貸借対照表
	（２）四半期損益計算書
	第３四半期累計期間
	第３四半期会計期間

	（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
	継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
	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
	簡便な会計処理
	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
	注記事項


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

