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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28期
第２四半期
累計期間

第27期
第２四半期
会計期間

第28期
第２四半期
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
９月30日

自平成21年
４月１日
至平成21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21年
７月１日
至平成21年
９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） 6,636,4145,870,9943,287,3502,852,63513,010,085

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
56,530 1,736 11,072 △5,627 98,645

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（千円）
26,010 693 4,125 △2,254 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） － － 2,212,4442,036,1552,108,209

総資産額（千円） － － 4,799,2314,056,7024,479,028

１株当たり純資産額（円） － － 99,306.2695,156.3296,951.47

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）（円）

1,165.39 32.23 185.09 △105.20 198.93

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） 2,500 － 2,500 － 5,000

自己資本比率（％） － － 46.1 50.2 47.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
290,370△275,641 － － 559,718

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△5,249 41,646 － － 36,526

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△223,850△152,241 － － △357,131

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 381,847 173,412 560,081

従業員数（人） － － 155 136 142

　（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、潜在株式がないため記載しておりませ

ん。なお、第28期第２四半期会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり

四半期純損失を計上しており、また、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２四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21年９月30日現在

従業員数（人） 136 (101)

　（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21年７月１日
至　平成21年９月30日）

前年同四半期比（％）

　パソコン本体系商品 (千円) 635,838 112.9

周辺機器 (千円) 519,128 86.9

ＤＯＳ/Ｖパーツ (千円) 628,993 79.8

ソフト・サプライ (千円) 369,299 91.0

サービス＆サポート (千円) 25,163 80.6

バイク関連商品 (千円) 175,386 102.7

合計 (千円) 2,353,810 92.1

　（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21年７月１日
至　平成21年９月30日）

前年同四半期比（％）　

　パソコン本体系商品 (千円) 600,542 102.8

周辺機器 (千円) 589,334 81.4

ＤＯＳ/Ｖパーツ (千円) 643,478 74.6

ソフト・サプライ (千円) 461,020 89.9

サービス＆サポート (千円) 94,898 70.2

その他

（ポイント使用額含む）
(千円) △80,869 90.9

パソコン事業　小計 (千円) 2,308,404 84.6

バイク関連商品 (千円) 204,300 78.6

通信販売 (千円) 339,931 114.0

合計 (千円) 2,852,635 86.8

　（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21年７月１日
至　平成21年９月30日） 前年同四半期比（％）

店舗数 売上高（千円）

東北 2 120,834 85.3

関東 4 455,470 84.1

東海東部 4 289,434 88.0

東海中部 5 468,097 86.7

東海西部 4 640,744 84.0

北陸 3 327,189 76.7

西日本 3 210,933 85.1

通信販売 － 339,931 114.0

合計 25 2,852,635 86.8

 （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２四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。 
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３【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。

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２四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的な景気後退の影響を受け、企業業績の低迷と雇用情勢の悪化が

続いており、これらによる個人消費の一層の冷え込みや業態を問わない物価の下落等により経営環境は引き続き厳し

い状況となっております。

　パソコン業界におきましては、電子情報技術産業協会（ＪＥＩＴＡ）の発表によりますと、当第２四半期会計期間

におけるパソコン本体の国内出荷台数は前年同期比3.1％の減少、売上高に至っては同20.7％の減少となっておりま

す。

　このような状況の中、当社では第１四半期より引き続きパソコン本体の販売に注力してまいりました。この結果、当

第２四半期会計期間におけるパソコン本体の販売台数は前年同期比41.3％の増加、売上高は同8.9％の増加となり、市

場が低迷する中で前年を上回る実績を上げております。ただし、第２四半期会計期間に限っては、最新の基本ソフト

（ＯＳ）であるWindows７（セブン）の発売日が2009年10月22日に決定したことによるパソコン本体を中心とする商

品の買い控えや、液晶テレビ等を対象としたエコポイント制度やエコカー減税による消費者の購買動向の変動によ

り、第１四半期会計期間に比べるとパソコン本体販売台数の前年同期比伸び率は鈍化しました。また、パソコン本体の

低価格化によりＤＯＳ／Ｖパーツの売上低迷、半導体や液晶パネルの単価下落による売上高の減少等の影響もあり、

パソコン事業の売上高は2,308,404千円と前年同期比15.4％の減少となりました。

　バイク用品事業につきましては、当第２四半期会計期間における二輪車の国内販売・出荷台数が前年同期比35.2％

減少（日本自動車工業会調べ）する中、バイク利用者数減少による新規顧客の減少と消費低迷による高額ヘルメット

の販売不振により、バイク用品事業の売上高は204,300千円と前年同期比21.4％の減少となりました。ヘルメットの販

売減少に対しては、新たな自社開発商品の投入を実施することで、ニーズの高い低価格商品の品揃えの充実を図り、改

善に取り組んでまいります。

　通信販売事業につきましては、パソコン本体やデジタルカメラの販売が好調に推移しており、加えて新たに展開を強

化した美容健康家電等が実績を押し上げた結果、売上高は339,931千円と前年同期比14.0％の増加となりました。より

一層の売上拡大を実践するために、通信販売サイトのメンテナンス強化や取扱いアイテムの増加等に取り組んでまい

ります。

　利益面につきましては、販売費及び一般管理費を前年同期に比べて65,615千円削減しましたが、売上の減少と販売単

価下落による粗利率の悪化により低迷しました。

　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2,852,635千円（前年同期比13.2％減）、経常損失

5,627千円（前年同期は経常利益11,072千円）、四半期純損失2,254千円（前年同期は四半期純利益4,125千円）とな

りました。

(2) 財務状態の分析

　当第２四半期会計期間末の資産合計は、前期末に比べて422,326千円減少し、4,056,702千円となりました。その主た

る要因は、現金及び預金が386,668千円、投資その他の資産が47,247千円それぞれ減少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350,271千円減少し、2,020,547千円となりました。その主たる要因は、買掛金が239,769

千円、長期借入金が258,996千円それぞれ減少し、短期借入金が180,000千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72,054千円減少し、2,036,155千円となりました。その主たる要因は、配当54,362

千円、自己株式の取得18,385千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50.2％に上昇し、１株当たり純資産額は95,156円32銭となりました。
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(3) 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、173,412千円となりました。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、65,815千円の収入超過となりました。その主たる要因は、前払費用が34,191

千円、たな卸資産が30,305千円それぞれ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、42,717千円の収入超過となりました。その主たる要因は、子会社の清算によ

る収入43,481千円、敷金及び保証金の回収による収入5,186千円、有形固定資産の取得による支出4,648千円等による

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、115,306千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、自己株式の取得による支出8,594千円、配当の支払額7,214千円及び短期借入れによる収入

30,000千円によるものであります。

(4) 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。

(5) 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、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21年９月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成21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

当社は単元株制

度を採用してお

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７月１日～

平成21年９月30日
―　 22,965 　― 331,986 　― 323,753
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（５）【大株主の状況】

 平成21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　 4,065 17.70

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　 393 1.71

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９－１ 149 0.64

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　 114 0.49

野口　森光 岩手県一関市 71 0.30

中谷　和子 東京都調布市 60 0.26

マネックス証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目11－１ 44 0.19

計 － 17,431 75.90

　（注）上記のほか、自己株式が1,567株あります。

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21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　1,567 ― ―

完全議決権株式（その他） 　普通株式　21,398　　　 21,398

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 ― 21,398 ―

　

②【自己株式等】

 平成21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 1,567 － 1,567 6.82

計 ― 1,567 － 1,567 6.82
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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21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 54,00057,40054,90059,10056,50056,000

最低（円） 49,10049,30050,10050,30052,50049,800

　（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）及び前第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）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第２四半期会計期間（平成

21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９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）及び前第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

表並びに当第２四半期会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成

21年４月１日から平成21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

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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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21年９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 173,412 560,081

売掛金 233,188 216,426

商品 1,917,876 1,885,781

貯蔵品 5,134 5,690

その他 149,747 156,006

貸倒引当金 △4,197 △4,219

流動資産合計 2,475,162 2,819,768

固定資産

有形固定資産

土地 654,403 654,403

その他（純額） ※1
 380,182

※1
 401,377

有形固定資産合計 1,034,586 1,055,781

無形固定資産 47,163 56,441

投資その他の資産

差入保証金 414,959 419,412

その他 84,830 127,625

投資その他の資産合計 499,790 547,037

固定資産合計 1,581,539 1,659,259

資産合計 4,056,702 4,479,028

負債の部

流動負債

買掛金 759,595 999,365

短期借入金 ※2
 180,000 －

1年内返済予定の長期借入金 517,992 517,992

未払法人税等 4,795 29,377

賞与引当金 48,804 48,014

ポイント引当金 67,337 61,074

その他 119,025 140,148

流動負債合計 1,697,550 1,795,971

固定負債

長期借入金 236,846 495,842

長期未払金 24,249 －

退職給付引当金 61,901 55,905

役員退職慰労引当金 － 23,099

固定負債合計 322,996 574,846

負債合計 2,020,547 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 1,496,252 1,549,922

自己株式 △115,837 △97,452

株主資本合計 2,036,155 2,108,209

純資産合計 2,036,155 2,108,209

負債純資産合計 4,056,702 4,479,028
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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）

前第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２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 6,636,414 5,870,994

売上原価 5,503,969 4,919,424

売上総利益 1,132,444 951,570

販売費及び一般管理費 ※1
 1,077,724

※1
 948,414

営業利益 54,719 3,155

営業外収益

受取手数料 8,388 7,296

その他 602 1,858

営業外収益合計 8,990 9,154

営業外費用

支払利息 7,018 9,866

その他 160 707

営業外費用合計 7,179 10,573

経常利益 56,530 1,736

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 1,736

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 ※2
 1,043

四半期純利益 26,010 693
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

前第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)

当第２四半期会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 3,287,350 2,852,635

売上原価 2,737,805 2,384,670

売上総利益 549,544 467,965

販売費及び一般管理費 ※1
 538,808

※1
 473,193

営業利益又は営業損失（△） 10,736 △5,228

営業外収益

受取手数料 4,242 4,006

その他 290 780

営業外収益合計 4,532 4,787

営業外費用

支払利息 4,127 4,755

その他 68 431

営業外費用合計 4,195 5,186

経常利益又は経常損失（△） 11,072 △5,627

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又は税引前四半期純損失（△） 15,978 △5,627

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 ※2
 △3,373

四半期純利益又は四半期純損失（△） 4,125 △2,254
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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２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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 1,736

減価償却費 43,051 36,074

減損損失 1,326 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 334 △22

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,898 789

ポイント引当金の増減額（△は減少） △10,416 6,263

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,137 5,996

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,219 △23,099

受取利息及び受取配当金 △149 △88

支払利息 7,018 9,866

売上債権の増減額（△は増加） △37,488 △15,842

たな卸資産の増減額（△は増加） 345,427 △31,538

仕入債務の増減額（△は減少） △44,889 △239,769

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 －

長期未払金の増減額（△は減少） － 24,249

その他 △1,636 △15,427

小計 381,279 △240,812

利息及び配当金の受取額 149 88

利息の支払額 △7,018 △9,610

法人税等の支払額 △84,039 △25,307

営業活動によるキャッシュ・フロー 290,370 △275,641

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 △4,648

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 △911

差入保証金の差入による支出 △4,438 △5,540

敷金及び保証金の回収による収入 15,013 9,993

子会社の清算による収入 － 43,481

その他 △1,895 △728

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,249 41,646

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 － 180,000

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 △258,996

自己株式の取得による支出 △8,901 △18,385

配当金の支払額 △55,949 △54,860

財務活動によるキャッシュ・フロー △223,850 △152,241

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 △432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 61,273 △386,668

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 ※
 381,847

※
 173,412
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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21年７月１日　至　平成21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21年４月１日
至　平成21年９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、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２四半期累計期間の法人税、住民税及び事業税と法人税等調

整額の合計額は1,043千円となり、従来の方法によった場合、法人税、住民税及

び事業税は9,422千円、法人税等調整額は19,333千円となるため、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27,712千円減少し、四半

期純利益は27,712千円増加しております。

【表示方法の変更】

当第２四半期累計期間

（自　平成21年４月１日

　　至　平成21年９月30日）　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　前第２四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２四半期累計期間は△10,750千円）、「未払消費税等の増減額」（当第２四半期累計期間は△39,020千円）、「預

り金の増減額」（当第２四半期累計期間は△63千円）、「前払費用の増減額」（当第２四半期累計期間は20,748千円）、

は、当第２四半期累計期間より「その他」に含めて一括掲記しております。なお、当第２四半期累計期間の「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△29,085千円であります。

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９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２四半期累計期間

（自　平成21年４月１日

　　至　平成21年９月30日）　

 税金費用の計算

　

　

　

　税金費用については、当第２四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２四半期累計期間

（自　平成21年４月１日

　　至　平成21年９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。
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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21年９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 888,275千円

※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２四半期会

計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

コミットメントライン総額 1,000,000千円

借入実行残高 180,000千円

借入未実行残高 820,000千円

　

※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 －

借入未実行残高 1,000,000千円

　

（四半期損益計算書関係）

前第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２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９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 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

――――――――――

※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 320,826千円

賃借料 184,961千円　

賞与引当金繰入額 48,804千円　

退職給付引当金繰入額 5,996千円　

役員退職慰労引当金繰入額 1,150千円

※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。

前第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）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９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 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

――――――――――

※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 159,408千円

賃借料 92,629千円　

賞与引当金繰入額 28,804千円　

退職給付引当金繰入額 2,712千円　

　

※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。
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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

 

※　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９月30日現在）

 

 （千円）

現金及び預金勘定 173,412

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　 173,412

 

（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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 1,567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

　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２四半期会計期間末
（平成21年９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 95,156円32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又は１株当たり四半期純損失金額等

前第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２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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 32円23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。

 
前第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２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

四半期純利益（千円） 26,010 693

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） 26,010 693

期中平均株式数（株） 22,319 21,502

前第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）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

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。

１株当たり四半期純損失金額 105円20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、１株当たり四半期純損失であり、また、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又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第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）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） 4,125 △2,254

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又は四半期純損失

（△）（千円）
4,125 △2,254

期中平均株式数（株） 22,291 21,428
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（重要な後発事象）

当第２四半期会計期間

（自　平成21年７月１日

　　至　平成21年９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。

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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年11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２四半期会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月

30日まで）及び第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21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21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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