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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１四半期
累計(会計)期間

第28期
第１四半期
累計(会計)期間

第27期

会計期間
自平成20年４月１日
至平成20年６月30日

自平成21年４月１日
至平成21年６月30日

自平成20年４月１日
至平成21年３月31日

売上高（千円） 3,349,064 3,018,358 13,010,085

経常利益（千円） 45,458 7,364 98,645

四半期（当期）純利益（千円） 21,884 2,947 4,403

持分法を適用した場合の投資利益（千円） ― － －

資本金（千円） 331,986 331,986 331,986

発行済株式総数（株） 22,965 22,965 22,965

純資産額（千円） 2,210,934 2,047,003 2,108,209

総資産額（千円） 4,938,267 4,199,670 4,479,028

１株当たり純資産額（円） 99,069.50 94,962.12 96,951.47

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 979.25 136.59 198.93

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） ― － 5,000

自己資本比率（％） 44.8 48.7 47.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
115,249 △341,456 559,718

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△3,710 △1,071 36,526

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△181,863 △36,935 △357,131

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

（千円）
250,254 180,351 560,081

従業員数（人） 165 139 142

（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、潜在株式が存在し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１四半期会計期間において、当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１四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21年６月30日現在

従業員数（人） 139 (107)

　（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。
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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１四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１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

前年同四半期比（％）

　パソコン本体系商品 (千円) 755,878 150.9

周辺機器 (千円) 608,671 73.2

ＤＯＳ/Ｖパーツ (千円) 674,539 92.6

ソフト・サプライ (千円) 379,708 116.4

サービス＆サポート (千円) 24,477 103.7

バイク関連商品 (千円) 154,433 81.3

合計 (千円) 2,597,708 99.9

（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１四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１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

前年同四半期比（％）

　パソコン本体系商品 (千円) 712,267 125.9

周辺機器 (千円) 671,234 81.7

ＤＯＳ/Ｖパーツ (千円) 714,454 75.9

ソフト・サプライ (千円) 478,065 85.0

サービス＆サポート (千円) 59,534 82.2

その他

（ポイント使用額含む）
(千円) △90,588 89.6

パソコン事業　小計 (千円) 2,544,969 88.9

バイク関連商品 (千円) 217,639 80.5

通信販売 (千円) 255,749 118.0

合計 (千円) 3,018,358 90.1

（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１四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１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日） 前年同四半期比（％）

店舗数 売上高（千円）

東北 2 134,531 96.0

関東 4 536,655 90.1

東海東部 4 305,685 90.8

東海中部 5 523,990 93.2

東海西部 4 660,991 82.9

北陸 3 373,608 85.3

西日本 3 227,145 86.6

通信販売 － 255,749 118.0

合計 25 3,018,358 90.1

（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。

２【事業等のリスク】

　当第１四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四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。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　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１四半期会計期間におけるわが国経済は、全世界的な景気後退の影響により企業収益は急激に悪化し、雇用環

境や消費の不振による低迷が長期化しており、非常に厳しい状況が続いております。

　このような状況の中、当社では販売台数の伸びが続いているパソコン本体の販売強化に取り組み、業績の向上に努

めてまいりました。この結果、パソコン本体の販売台数は前年同期比129.2％の大幅な増加となりました。ただし、

パソコン本体の売上高合計は販売単価の下落の影響で前年同期比50.3％の増加にとどまっております。なお、その他

のパソコン本体系商品であるデジタルカメラ及びプリンタにおいても販売単価の下落傾向は続いておりますが、パソ

コン本体の様に販売台数を伸ばすことができませんでした。この結果、パソコン本体系商品分野の売上高は712,267千

円となり前年同期比25.9％の増加となりました。

　その他パソコン関連商品の大半において販売単価は下落傾向にあり、この影響で売上高は減少しております。この結

果、パソコン事業の売上高は2,544,969千円と前年同期比11.1％の減少となりました。

　バイク用品事業につきましては、販売を伸ばしております自社開発商品の販売に引き続き注力し、安定的な収益の

確保に取り組んでおります。しかし、バイクの新規販売台数は年々減少傾向にあり、当社を取り巻く環境は非常に厳

しい状況となっております。このような状況により、バイク用品事業の売上高は217,639千円と前年同期比19.5％の

減少となりました。今後は、顧客管理の徹底により継続して店舗をご利用いただけるお客様の囲い込み、メルマガ・

チラシ等の販促の有効活用、品揃えの強化等により売上高の確保に取り組んでまいります。

　通信販売事業につきましては、価格訴求の強化が功を奏し、売上高は255,749千円と前年同期比18.0％の増加とな

りました。今後も同様の取り組みを強化することで売上高を拡大するとともに、顧客へのサービス向上、取扱い商品

アイテム数の増加等を実践してまいります。

　以上の結果、当第１四半期会計期間の業績については、売上高3,018,358千円（前年同期比9.9％減）、経常利益7,364

千円（前年同期比83.8％減）、四半期純利益2,947千円（前年同期比86.5％減）となりました。

(2) 財政状態の分析

　当第１四半期会計期間末の資産合計は、前期末に比べて279,358千円減少し、4,199,670千円となりました。その主た

る要因は、現金及び預金が379,729千円減少し、たな卸資産が61,843千円、売掛金が40,023千円それぞれ増加したこと

等によるものであります。

　負債合計は、前期末に比べて218,151千円減少し、2,152,666千円となりました。その主たる要因は、買掛金が257,788

千円、長期借入金が129,498千円それぞれ減少し、短期借入金が150,000千円増加したこと等によるものであります。

　純資産については、前期末に比べて61,206千円減少し、2,047,003千円となりました。その主たる要因は、配当54,362

千円、自己株式の取得9,791千円により減少したこと等によるものであります。なお、自己資本比率は、前期末の47.1％

から48.7％に上昇し、１株当たり純資産額は、94,962円12銭となりました。

(3) キャッシュ・フローの状況

　当第１四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379,729千円減

少し、180,351千円となりました。当第１四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、341,456千円の支出超過（前期は115,249千円」の収入超過）となりました。

その主たる要因は、仕入債務が257,788千円減少し、たな卸資産が61,843千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、1,071千円の支出超過（前期は3,710千円の支出超過）となりました。その主

たる要因は、差入保証金の差入による支出5,000千円及び敷金及び保証金の回収による収入4,806千円等によるもので

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、36,935千円の支出超過（前期は181,863千円の支出超過）となりました。そ

の主たる要因は、長期借入金の返済による支出129,498千円、配当の支払額47,645千円、自己株式の取得による支出

9,791千円及び短期借入れによる収入150,000千円によるものであります。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四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１四半期会計期間において、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

　当第１四半期会計期間において、前事業年度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１四半期会計期間末現在発
行数（株）
（平成21年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成21年８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

当社は単元株制

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21年４月１日～

平成21年６月30日
―　 22,965 　― 331,986 　― 323,753
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（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１四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】

　当第１四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21年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

 平成21年３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　1,220 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式　21,745 21,745

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 ― 21,745 ―

 

②【自己株式等】

 平成21年３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番地 1,220 － 1,220 5.31

計 ― 1,220 － 1,220 5.31

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21年
４月

５月 ６月

最高（円） 54,00057,40054,900

最低（円） 49,10049,30050,100

（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の提出日後、当四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。
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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。

　なお、前第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に

基づき、当第１四半期会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成21

年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20

年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、また、当第１四半期会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月

30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年６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、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態

、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げ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　　　　1.2％

　売上高基準　　　　―

　利益基準　　　　　―

　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。

EDINET提出書類

株式会社ＺＯＡ(E03460)

四半期報告書

11/23



１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 180,351 560,081

売掛金 256,450 216,426

商品 1,948,736 1,885,781

貯蔵品 4,579 5,690

その他 171,552 156,006

貸倒引当金 △4,429 △4,219

流動資産合計 2,557,242 2,819,768

固定資産

有形固定資産

土地 654,403 654,403

その他（純額） 388,583 401,377

有形固定資産合計 ※1
 1,042,986

※1
 1,055,781

無形固定資産

ソフトウエア 42,318 46,885

その他 9,529 9,555

無形固定資産合計 51,847 56,441

投資その他の資産

差入保証金 419,688 419,412

その他 127,904 127,625

投資その他の資産合計 547,593 547,037

固定資産合計 1,642,428 1,659,259

資産合計 4,199,670 4,479,028
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 741,576 999,365

短期借入金 150,000 －

1年内返済予定の長期借入金 517,992 517,992

未払法人税等 6,476 29,377

賞与引当金 20,000 48,014

ポイント引当金 61,767 61,074

その他 205,071 140,148

流動負債合計 1,702,884 1,795,971

固定負債

長期借入金 366,344 495,842

長期未払金 24,249 －

退職給付引当金 59,188 55,905

役員退職慰労引当金 － 23,099

固定負債合計 449,782 574,846

負債合計 2,152,666 2,370,818

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 1,498,507 1,549,922

自己株式 △107,243 △97,452

株主資本合計 2,047,003 2,108,209

純資産合計 2,047,003 2,108,209

負債純資産合計 4,199,670 4,479,028
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 3,349,064 3,018,358

売上原価 2,766,164 2,534,753

売上総利益 582,899 483,604

販売費及び一般管理費 ※1
 538,916

※1
 475,220

営業利益 43,983 8,384

営業外収益

受取手数料 4,145 3,290

受取保険金 － 929

その他 311 147

営業外収益合計 4,457 4,367

営業外費用

支払利息 2,891 5,111

その他 91 275

営業外費用合計 2,983 5,387

経常利益 45,458 7,364

特別利益

固定資産売却益 59 －

特別利益合計 59 －

税引前四半期純利益 45,517 7,364

法人税、住民税及び事業税 26,589 －

法人税等調整額 △2,956 －

法人税等合計 23,633 ※2
 4,417

四半期純利益 21,884 2,947
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６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 45,517 7,364

減価償却費 21,471 17,903

貸倒引当金の増減額（△は減少） 442 210

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,341 △23,099

退職給付費用 2,380 3,283

賞与引当金の増減額（△は減少） △34,656 △28,014

ポイント引当金の増減額（△は減少） △4,810 693

支払利息 2,891 5,111

為替差損益（△は益） △4 266

有形固定資産売却損益（△は益） △59 －

売上債権の増減額（△は増加） △39,871 △37,566

たな卸資産の増減額（△は増加） 164,872 △61,843

仕入債務の増減額（△は減少） △12,970 △257,788

未払金の増減額（△は減少） 53,024 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,172 －

預り金の増減額（△は減少） 6,660 －

前払費用の増減額（△は増加） △13,725 －

長期未払金の増減額（△は減少） － 24,249

その他 496 38,064

小計 202,171 △311,166

利息の支払額 △2,891 △4,985

法人税等の支払額 △84,031 △25,305

営業活動によるキャッシュ・フロー 115,249 △341,456

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 △12,231 －

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 △1,058 △495

差入保証金の差入による支出 － △5,000

敷金及び保証金の回収による収入 9,806 4,806

その他 △300 △383

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,710 △1,071

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 － 150,000

短期借入金の返済による支出 △120,000 －

長期借入金の返済による支出 △4,500 △129,498

自己株式の取得による支出 △6,285 △9,791

配当金の支払額 △51,077 △47,645

財務活動によるキャッシュ・フロー △181,863 △36,935

現金及び現金同等物に係る換算差額 4 △266

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △70,319 △379,729

現金及び現金同等物の期首残高 320,574 560,081

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 250,254

※
 180,351
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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１四半期会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６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１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

税金費用の計算方法の変更 　従来、税金費用については、四半期会計期間を含む事業年度の法人税等の計

算に適用される税率に基づき年度決算と同様の方法により計算をしておりま

したが、四半期会計期間の税引前四半期純利益に対する税金費用を平準化さ

せること、及び四半期決算における迅速性に対応するため、当第１四半期会計

期間から事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率

を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算す

る方法に変更しております。

　この結果、当第１四半期会計期間の法人税、住民税及び事業税と法人税等調

整額の合計額は4,417千円となり、従来の方法によった場合、法人税、住民税及

び事業税は20,119千円、法人税等調整額は△12,301千円となるため、比較する

と、法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額の合計は3,400千円減少し、四

半期純利益は3,400千円増加しております。

【表示方法の変更】

当第１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日

至　平成21年６月30日）

（四半期損益計算書関係）

　前第１四半期累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取保険金」は、営業外収益

総額の100分の20を超えたため、当第１四半期累計期間より区分掲記することとしました。なお、前第１四半期累計期間の

営業外収益の「その他」に含まれる「受取保険金」は130千円であります。

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　前第１四半期累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に記載しておりました「未払金の増減額」

（当第１四半期累計期間は51,325千円）、「未払消費税等の増減額」（当第１四半期累計期間は△20,313千円）、「預り

金の増減額」（当第１四半期累計期間は6,450千円）、「前払費用の増減額」（当第１四半期累計期間は△13,442千

円）、は、当第１四半期累計期間より「その他」に含めて一括掲記しております。なお、当第１四半期累計期間の「営業活

動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれるこれら金額の合計は24,018千円であります。

【簡便な会計処理】

当第１四半期会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30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１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

税金費用の計算 　税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純

利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期

純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は法人税等合計に含めて表示しております。
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【追加情報】

当第１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

（役員退職慰労金制度の廃止）

　当社は、従来、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役員退職慰労引当金として計上して

おりましたが、平成21年６月24日開催の定時株主総会において役員退職慰労金制度廃止にともなう打切り支給議案が承

認可決されました。

　これに伴い、役員退職慰労引当金を取崩し、打切り支給額の未払分を固定負債の長期未払金に計上しております。

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成21年６月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額　　875,225千円※１．有形固定資産の減価償却累計額　　862,431千円

　２．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第１四半期会

計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

　２．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事業年度末の

借入未実行残高は次のとおりであります。

コミットメントライン総額 1,000,000千円

借入実行残高 150,000千円　

借入未実行残高 850,000千円　

コミットメントライン総額 1,000,000千円

借入実行残高 －　

借入未実行残高 1,000,000千円　

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※１．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　　　　　　　　　　　195,231千円

賃借料　　　　　　　　　　　　　　 97,478千円

賞与引当金繰入額　　　　　　　　　 15,678千円

退職給付引当金繰入額　　　　　　　　2,380千円

役員退職慰労引当金繰入額　　　　　　1,341千円

――――――――――

※１．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　　　　　　　　　　　161,418千円

賃借料　　　　　　　　　　　　　　 92,332千円

賞与引当金繰入額　　　　　　　　　 27,236千円

退職給付引当金繰入額　　　　　　　　3,283千円

役員退職慰労引当金繰入額　　　　　　1,1150千円

※２．法人税等の表示方法

「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調整額」

を「法人税等合計」として一括掲記しております。

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６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６月30日現在）

※　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21年６月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 250,254

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　 250,254

 

 （千円）

現金及び預金勘定 180,351

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　 180,351
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（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年

６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　　　 1,409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21年６月24日

定時株主総会
普通株式 54,362 2,500平成21年３月31日平成21年６月25日利益剰余金

(2) 基準日が当第１四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１四半期会計期間末後とな

るもの

　該当事項はありません。

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１四半期会計期間末
（平成21年６月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 94,962円 12銭 １株当たり純資産額 96,951円 47銭

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 979円 25銭 １株当たり四半期純利益金額 136円 59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。

　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。

 
前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

四半期純利益（千円） 21,884 2,947

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） 21,884 2,947

期中平均株式数（株） 22,348 21,577

（重要な後発事象）

当第１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

前事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

―――――――――― 　平成21年４月22日開催の当社取締役会の決議に基づき、

沼津駅北口の再開発（東駿河湾広域都市計画事業 静岡東

部拠点第一地区 土地区画整理事業）に伴い、独立行政法

人都市再生機構との間で、下記のとおり土地及び建物の移

転補償に関する契約を締結いたしました。

土地の所在：沼津市大手町

地目：鉄道用地

地積：1,000㎡

物件：建物一棟（帳簿価額 1,220千円）

物件の移転に関する補償金：42,320千円

物件の移転・除却に伴う損失補償金：補償期間１ヶ月に

つき1,422千円を平成21年４月１日から仮換地の使用また

は収益が開始する日から６ヶ月が経過した日まで収受す

る。

　物件の移転に関する補償金のうち、11,539千円は平成21

年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日）におい

て、残額は仮換地の使用または収益を開始することができ

る日に、再算定のうえ入金がなされる予定であります。当

該契約の締結が、当社の営業活動等に与える影響はありま

せん。 

（リース取引関係）

　該当事項はありません。
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２【その他】

　該当事項はありません。
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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20年８月８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１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年６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６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月12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21年４月１日から平成22年３月31日までの第28期事業年度の第１四半期会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月

30日まで）及び第１四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年６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21年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・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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