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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28期
第３四半期
累計期間

第27期
第３四半期
会計期間

第28期
第３四半期
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
12月31日

自平成21年
４月１日
至平成21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21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 10,037,0539,125,6963,400,6383,254,70113,010,085

経常利益（千円） 112,146 4,662 55,615 2,926 98,645

四半期（当期）純利益（千円） 53,982 1,862 27,972 1,169 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） － － 2,171,5052,034,0592,108,209

総資産額（千円） － － 4,672,1674,640,3284,479,028

１株当たり純資産額（円） － － 98,790.1095,348.0496,951.47

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
2,427.49 86.82 1,266.98 54.76 198.93

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 － － － 5,000

自己資本比率（％） － － 46.5 43.8 47.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
347,606△276,680 － － 559,718

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
32,782 46,365 － － 36,526

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△296,003 101,618 － － △357,131

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 405,013 431,086 560,081

従業員数（人） － － 142 134 142

　（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。

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、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３四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12月31日現在

従業員数（人） 134 (103)

　（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21年10月１日
至　平成21年12月31日）

前年同四半期比（％）

　パソコン本体系商品 (千円) 763,030 113.2

周辺機器 (千円) 796,244 130.0

ＤＯＳ/Ｖパーツ (千円) 726,682 89.5

ソフト・サプライ (千円) 581,927 137.5

サービス＆サポート (千円) 21,374 61.5

バイク関連商品 (千円) 172,706 93.7

合計 (千円) 3,061,966 111.7

　（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21年10月１日
至　平成21年12月31日）

前年同四半期比（％）

　パソコン本体系商品 (千円) 691,772 103.4

周辺機器 (千円) 681,610 94.9

ＤＯＳ/Ｖパーツ (千円) 736,515 88.5

ソフト・サプライ (千円) 607,019 98.7

サービス＆サポート (千円) 71,763 66.1

その他

（ポイント使用額含む）
(千円) △108,547 123.4

パソコン事業　小計 (千円) 2,680,133 93.9

バイク関連商品 (千円) 202,312 82.8

通信販売 (千円) 372,255 123.6

合計 (千円) 3,254,701 95.7

　（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21年10月１日
至　平成21年12月31日）

店舗数 売上高（千円） 前年同四半期比（％）

東北 2 125,205 92.5

関東 4 541,195 98.7

東海東部 4 337,084 97.9

東海中部 5 549,492 92.1

東海西部 4 679,172 86.1

北陸 3 391,954 92.0

西日本 3 258,341 99.7

通信販売 － 372,255 123.6

合計 25 3,254,701 95.7

 （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３四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。
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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３四半期会計期間におけるわが国経済は、一部で景気後退に底打ち感が出てきているものの、企業業績は依然

として低迷しております。このため、雇用・所得環境が厳しさを増しており、消費者マインドの低下による個人消費

の減少により、小売業にとっては厳しい状況が続いております。

　このような状況の中、パソコン事業につきましては、当社では最新の基本ソフト（ＯＳ)であるWindows７（セブン）

が平成21年10月22日に発売されたのを受け、関連商品の販売強化に注力してまいりました。Windows7の発売により、マ

イクロソフト社製のソフトは、当第３四半期会計期間において前年同期比266.1%増と大幅に売上高を伸ばしておりま

す。また、パソコン本体も好調に推移しており、中でもWindows７の特徴でもあります従来のキーボード・マウスによ

る操作ではなく、画面に触れて操作するタッチパネル機能が好評を得ており、従来低迷していたデスクトップパソコ

ンの販売が増加しました。

　しかし、パソコン本体をはじめとするパソコン関連商品の低価格化に歯止めはかからず、引き続き販売単価が低下

しており、全体の売上高を引き上げるだけの実績には結び付きませんでした。

　以上の結果、パソコン事業全体の売上高は2,680,133千円（前年同期比6.1%減）となりました。

　バイク用品事業につきましては、グローブ等の小物類やオイルなどの消耗品は堅調に推移しましたが、主力商品で

あるヘルメットや暖冬によりジャケット類が低迷したため、売上高は減少しました。

　以上の結果、バイク事業全体の売上高は202,312千円（前年同期比17.2%減）となりました。

　通信販売事業につきましては、引き続き好調に推移しており、薄型テレビやパソコン本体など高額な商品の販売が

増加した結果、売上高は372,255千円（前年同期比23.6%増）となりました。今後は、注文から納品までのリードタイム

短縮や特価情報などの情報発信を強化することで、顧客満足度を高めて、売上高の拡大に取り組んでまいります。

　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3,254,701千円（前年同期比4.3%減）、経常利益2,926

千円（前年同期比94.7%減）、四半期純利益1,169千円（前年同期比95.8%減）となりました。

(2) 財務状況の分析

　当第３四半期会計期間末の資産合計は、前期末に比べて161,299千円増加し、4,640,328千円となりました。その主た

る要因は、商品が301,839千円、売掛金が41,444千円それぞれ増加し、現金及び預金が128,994千円、投資その他の資産

が51,988千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235,449千円増加し、2,606,268千円となりました。その主たる要因は、短期借入金が

550,000千円、買掛金が96,075千円それぞれ増加し、長期借入金が371,828千円減少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74,149千円減少し、2,034,059千円となりました。その主たる要因は、配当54,362

千円、自己株式の取得21,649千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、43.8%となり、

１株当たり純資産額は95,348円4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、431,086千円となりました。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、1,039千円の支出超過となりました。その主たる要因は、税引前四半期

純利益2,926千円を計上し、たな卸資産が269,467千円、仕入債務が335,844千円それぞれ増加し、賞与引当金が28,804

千円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、4,719千円の収入超過となりました。その主たる要因は、敷金及び保証金の回

収による収入5,179千円、差入保証金の差入による支出160千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、253,860千円の収入超過となりました。その主たる要因は、短期借入れに

よる収入370,000千円、長期借入金の返済による支出112,832千円等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。

(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３四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３四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及び改修等につ

いて重要な変更があったものは、以下のとおりであります。

　なお、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

ロジスティクス

センター

静岡県沼津

市

機械及び

装置
50,000 ― 自己資金

平成22年

12月

平成23年

２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23年

２月

平成23年

３月
 

近畿・中四国店

舗
近畿圏 店舗 35,000 ― 自己資金

平成22年

10月

平成22年

11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

ターの機械及び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21年12月31日）

提出日現在発行数
（株）

（平成22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21年10月１日～

平成21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。
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（６）【議決権の状況】

　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21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。

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　 ―

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。

完全議決権株式（その他） 普通株式　21,398　　 21,398 同上

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 10月 11月 12月

最高（円） 54,00057,40054,90059,10056,50056,00053,50052,70052,700

最低（円） 49,10049,30050,10050,30052,50049,80047,15045,60046,000

　（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）及び前第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）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四半期会計期間（平成

21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31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）及び前第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

表並びに当第３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成

21年４月１日から平成21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

　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３四半期会計期間末
(平成21年12月31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 431,086 560,081

売掛金 257,870 216,426

商品 2,187,621 1,885,781

貯蔵品 4,856 5,690

その他 201,598 156,006

貸倒引当金 △4,443 △4,219

流動資産合計 3,078,590 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
 370,245

※1
 401,377

有形固定資産合計 1,024,649 1,055,781

無形固定資産 42,038 56,441

投資その他の資産

差入保証金 409,940 419,412

その他 85,109 127,625

投資その他の資産合計 495,049 547,037

固定資産合計 1,561,737 1,659,259

資産合計 4,640,328 4,479,028

負債の部

流動負債

買掛金 1,095,440 999,365

短期借入金 ※2
 550,000 －

1年内返済予定の長期借入金 534,658 517,992

未払法人税等 3,433 29,377

賞与引当金 20,000 48,014

ポイント引当金 63,543 61,074

その他 143,048 140,148

流動負債合計 2,410,124 1,795,971

固定負債

長期借入金 107,348 495,842

長期未払金 24,249 －

退職給付引当金 64,546 55,905

役員退職慰労引当金 － 23,099

固定負債合計 196,143 574,846

負債合計 2,606,268 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 1,497,422 1,549,922

自己株式 △119,101 △97,452

株主資本合計 2,034,059 2,108,209

純資産合計 2,034,059 2,108,209

負債純資産合計 4,640,328 4,479,028
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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）

前第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３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 10,037,053 9,125,696

売上原価 8,334,108 7,711,644

売上総利益 1,702,944 1,414,051

販売費及び一般管理費 ※1
 1,594,001

※1
 1,406,740

営業利益 108,942 7,311

営業外収益

受取手数料 12,429 10,748

その他 2,670 1,890

営業外収益合計 15,100 12,639

営業外費用

支払利息 11,272 14,317

その他 623 969

営業外費用合計 11,896 15,287

経常利益 112,146 4,662

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 4,662

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 ※2
 2,800

四半期純利益 53,982 1,862
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

前第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)

当第３四半期会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 3,400,638 3,254,701

売上原価 2,830,139 2,792,220

売上総利益 570,499 462,481

販売費及び一般管理費 ※1
 516,276

※1
 458,325

営業利益 54,222 4,155

営業外収益

受取手数料 4,041 3,451

その他 2,068 32

営業外収益合計 6,109 3,484

営業外費用

支払利息 4,253 4,451

その他 463 262

営業外費用合計 4,716 4,713

経常利益 55,615 2,926

税引前四半期純利益 55,615 2,926

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 ※2
 1,756

四半期純利益 27,972 1,169
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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３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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 4,662

減価償却費 63,758 54,256

減損損失 1,326 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 293 224

賞与引当金の増減額（△は減少） △41,056 △28,014

ポイント引当金の増減額（△は減少） △13,035 2,469

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,693 8,641

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △69 △23,099

受取利息及び受取配当金 △150 △93

支払利息 11,272 14,317

売上債権の増減額（△は増加） △29,275 △41,116

たな卸資産の増減額（△は増加） 435,111 △301,005

仕入債務の増減額（△は減少） △122,972 96,075

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 －

長期未払金の増減額（△は減少） － 24,249

その他 △1,872 △48,125

小計 451,644 △236,559

利息及び配当金の受取額 150 93

利息の支払額 △10,453 △13,863

法人税等の支払額 △93,735 △26,350

営業活動によるキャッシュ・フロー 347,606 △276,680

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 △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 △2,371 △911

差入保証金の差入による支出 △4,589 △5,700

敷金及び保証金の回収による収入 54,305 15,172

子会社の清算による収入 － 43,481

その他 △1,045 △1,028

投資活動によるキャッシュ・フロー 32,782 46,365

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 － 550,000

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 △13,500 △371,828

自己株式の取得による支出 △22,115 △21,649

配当金の支払額 △110,388 △54,903

財務活動によるキャッシュ・フロー △296,003 101,618

現金及び現金同等物に係る換算差額 52 △299

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 84,438 △128,994

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 ※
 405,013

※
 431,086
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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21年10月１日　至　平成21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21年４月１日
至　平成21年12月31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３四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2,800千円となり、従来の方法によった場合、法人税、住民税及

び事業税は4,710千円、法人税等調整額は32,122千円となるため、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34,032千円減少し、四半

期純利益は34,032千円増加しております。

【表示方法の変更】

当第３四半期累計期間

（自　平成21年４月１日　

　  至　平成21年12月31日）

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　前第３四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３四半期累計期間は6,252千円）、「未払消費税等の増減額」（当第３四半期累計期間は△64,374千円）、「預り

金の増減額」（当第３四半期累計期間は7,514千円）、「前払費用の増減額」（当第３四半期累計期間は773千円）、は、

当第３四半期累計期間より「その他」に含めて一括掲記しております。なお、当第３四半期累計期間の「営業活動による

キャッシュ・フロー」の「その他」に含まれるこれらの金額の合計は△49,834千円であります。

【簡便な会計処理】

当第３四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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21年４月１日
至　平成21年12月31日）

税金費用の計算 　税金費用については、当第３四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３四半期累計期間

（自　平成21年４月１日

　　至　平成21年12月31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３四半期会計期間末
（平成21年12月31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 901,311千円

※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３四半期会

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 550,000千円

借入未実行残高 450,000千円

※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３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31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 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

　

――――――――――

※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 480,460千円

賃借料 275,208千円　

賞与引当金繰入額 20,000千円　

退職給付費用 8,641千円　

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）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31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 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

　

――――――――――

※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 159,633千円

賃借料 90,247千円　

賞与引当金繰入額 20,000千円　

退職給付費用 2,645千円　

　

　

※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３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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

　

※　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12月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 431,086

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　 431,086

　

（株主資本等関係）

当第３四半期会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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　　　   1,632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

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。

EDINET提出書類

株式会社ＺＯＡ(E03460)

四半期報告書

20/25



（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21年12月31日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 95,348円 4 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３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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 86 円 82 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３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純利益（千円） 53,982 1,862

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 1,862

期中平均株式数（株） 22,238 21,453

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

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。

１株当たり四半期純利益金額 54 円 76 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）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純利益（千円） 27,972 1,169

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） 27,972 1,169

期中平均株式数（株） 22,078 21,354
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（重要な後発事象）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31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。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22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３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月

31日まで）及び第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21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21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。
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