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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28期
第２四半期
累計期間

第29期
第２四半期
累計期間

第28期
第２四半期
会計期間

第29期
第２四半期
会計期間

第28期

会計期間

自平成21年
４月１日
至平成21年
９月30日

自平成22年
４月１日
至平成22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22年
７月１日
至平成22年
９月30日

自平成21年
４月１日
至平成22年
３月31日

売上高（千円） 5,870,9945,938,0612,852,6353,173,06312,167,025

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
1,736 2,031 △5,627 1,658 20,309

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（千円）
693 △22,077 △2,254 △3,311 26,561

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） － － 2,036,1551,978,5102,053,768

総資産額（千円） － － 4,056,7024,735,3494,575,803

１株当たり純資産額（円） － － 95,156.3293,995.4896,702.55

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）

32.23△1,045.90△105.20 △157.15 1,240.84

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） － － － － 2,000

自己資本比率（％） － － 50.2 41.8 44.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△275,641 108,182 － － △216,603

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
41,646 23,388 － － 48,015

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△152,241 87,743 － － 400,363

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 173,4121,010,714791,664

従業員数（人） － － 136 130 134

　（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、第28期及び第28期第２四半期累計期間は

潜在株式がないため、第28期第２四半期会計期間及び第29期第２四半期累計（会計）期間は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。

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。

５．△はキャッシュ・フローにおける支出超過を示しております。　
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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22年９月30日現在

従業員数（人） 130 (106)

　（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。

　また、当社は、パソコンを中心とした小売業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は行っておりません。

参考情報として品目別商品仕入実績、品目別販売実績及び地域別販売実績を記載しております。

(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22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同四半期比（％）

　パソコン本体系商品 (千円) 786,631 123.7

周辺機器 (千円) 529,239 101.9

ＤＯＳ/Ｖパーツ (千円) 561,559 89.3

ソフト・サプライ (千円) 333,711 90.4

バイク関連商品 (千円) 252,307 143.9

ＬＥＤ関連商品 (千円) 24,050 －

サービス＆サポート (千円) 20,693 82.2

合計 (千円) 2,508,192 106.6

　（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22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同四半期比（％）　

　パソコン本体系商品 (千円) 687,235 114.4

周辺機器 (千円) 587,745 99.7

ＤＯＳ/Ｖパーツ (千円) 681,495 105.9

ソフト・サプライ (千円) 449,460 97.5

バイク関連商品 (千円) 243,949 119.4

通信販売 (千円) 498,544 146.7

ＬＥＤ関連商品 (千円) 21,274 －

サービス＆サポート (千円) 48,982 51.6

その他

（ポイント使用額含む）
(千円) △45,624 56.4

合計 (千円) 3,173,063 111.2

　（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22年７月１日
至　平成22年９月30日） 前年同四半期比（％）

店舗数 売上高（千円）

東北 2 127,183 105.3

関東 4 448,502 98.5

東海東部 4 328,508 113.5

東海中部 5 521,065 111.3

東海西部 4 635,283 99.1

北陸 3 383,452 117.2

西日本 3 230,522 109.3

通信販売 － 498,544 146.7

合計 25 3,173,063 111.2

 （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、円高の進行に歯止めがかからず、企業の業績は低迷しており、所

得の減少と雇用情勢の悪化がより一層、深刻化している状況となっております。これら要因により、個人消費は非

常に冷え込んでおり、小売業を営む当社にとっては厳しい経営環境が続いております。

　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21.9％の増加、出荷金額は前年同期比17.3％の増加と前年を上回

る実績で推移してます。これは、Windows７の定着による買い替え増加や、デスクトップパソコンの大画面化・地デジ

化によるＡＶ機能強化など魅力ある商品の発売が主な要因と考えられます。

　しかし、以前より大きな影響を受けている家電エコポイント制度の延長が決定したことで、今後もパソコン業界低迷

の懸案事項となっております。

　このような状況の中、当社では様々な販売促進施策を実践することで、前年同期を上回る売上高を計上することがで

きました。その他にも、既存顧客のニーズに応えられるように、品揃えの強化に取り組んでまいりました。特に消耗品

である用紙やケーブル類などを中心としたサプライ関連と、販売が増加傾向にあるＬＥＤ関連、これまで扱っていな

かった日用雑貨品などに注力してまいりました。また、既存店のレイアウト変更によるリニューアルオープンセール

の実施を継続的に行い、お客様にも好評を得ており、売上高の増加につながっております。

　利益面につきましては、デフレの影響により販売単価が下落傾向にある状況が続き、粗利率は前年同期に比べて低下

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3,173,063千円（前年同期比11.2％増）、経常利益

1,658千円（前年同期は経常損失5,627千円）、四半期純損失3,311千円（前年同期は四半期純損失2,254千円）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159,546千円増加し、4,735,349千円となりました。その主た

る要因は、現金及び預金が219,050千円増加し、差入保証金が25,172千円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234,804千円増加し、2,756,838千円となりました。その主たる要因は、短期借入金が

300,000千円増加し、長期借入金が158,996千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75,258千円減少し、1,978,510千円となりました。その主たる要因は、配当42,476

千円、自己株式の取得10,704千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

44.9％から41.8％となり、１株当たり純資産額は93,995円48銭となりました。

(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は、1,010,714千円となりました。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、228,227千円の収入超過となりました。その主たる要因は、たな卸資産が

183,665千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、18,673千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5,675千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、262,507千円の収入超過となりました。その主たる要因は、短期借入による収

入300,000千円、長期借入金の返済による支出129,498千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22年９月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成22年11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

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

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）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【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22年７月１日～

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

 平成22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　 4,131 17.98

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　 449 1.95

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９－１ 164 0.71

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

伊井　一史 静岡県三島市 48 0.20

計 － 17,572 76.51

　（注）上記のほか、自己株式が1,916株あります。

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22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　1,916 ― ―

完全議決権株式（その他） 　普通株式　21,049　　　 21,049

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 ― 21,049 ―

　

②【自己株式等】

 平成22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 1,916 － 1,916 8.34

計 ― 1,916 － 1,916 8.34
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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22年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 65,10059,50058,50062,00059,80055,900

最低（円） 52,80052,30050,10049,70051,80049,100

　（注）　最高・最低株価は、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）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。　

EDINET提出書類

株式会社ＺＯＡ(E03460)

四半期報告書

10/24



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21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第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

22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22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21年７月１日から平成21

年９月30日まで）及び前第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

表並びに当第２四半期会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成

22年４月１日から平成22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22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,010,714 791,664

売掛金 274,593 239,906

商品 1,870,116 1,782,644

貯蔵品 4,763 4,189

その他 133,896 249,278

貸倒引当金 △4,611 △4,264

流動資産合計 3,289,472 3,063,418

固定資産

有形固定資産

土地 654,403 654,403

その他（純額） ※1
 328,519

※1
 347,901

有形固定資産合計 982,923 1,002,305

無形固定資産 28,736 37,092

投資その他の資産

差入保証金 379,160 404,332

その他 55,056 68,655

投資その他の資産合計 434,216 472,987

固定資産合計 1,445,876 1,512,384

資産合計 4,735,349 4,575,803

負債の部

流動負債

買掛金 849,201 737,563

短期借入金 300,000 －

1年内返済予定の長期借入金 413,352 476,342

未払法人税等 13,206 12,840

賞与引当金 38,408 42,609

ポイント引当金 15,444 36,729

その他 106,765 105,260

流動負債合計 1,736,378 1,411,344

固定負債

長期借入金 923,493 1,019,500

長期未払金 24,249 24,249

退職給付引当金 72,717 66,940

固定負債合計 1,020,460 1,110,689

負債合計 2,756,838 2,522,034

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 1,457,567 1,522,121

自己株式 △134,795 △124,091

株主資本合計 1,978,510 2,053,768

純資産合計 1,978,510 2,053,768

負債純資産合計 4,735,349 4,575,803
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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21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 5,870,994 5,938,061

売上原価 4,919,424 5,007,010

売上総利益 951,570 931,050

販売費及び一般管理費 ※1
 948,414

※1
 928,587

営業利益 3,155 2,462

営業外収益

受取手数料 7,296 6,529

受取保険金 － 1,829

その他 1,858 492

営業外収益合計 9,154 8,851

営業外費用

支払利息 9,866 8,900

その他 707 382

営業外費用合計 10,573 9,283

経常利益 1,736 2,031

特別損失

固定資産除却損 － 1,184

減損損失 － 257

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,245

特別損失合計 － 14,686

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 1,736 △12,655

法人税等 ※2
 1,043

※2
 9,422

四半期純利益又は四半期純損失（△） 693 △22,077
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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21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 2,852,635 3,173,063

売上原価 2,384,670 2,692,965

売上総利益 467,965 480,098

販売費及び一般管理費 ※1
 473,193

※1
 478,199

営業利益又は営業損失（△） △5,228 1,899

営業外収益

受取手数料 4,006 3,538

その他 780 289

営業外収益合計 4,787 3,827

営業外費用

支払利息 4,755 3,864

その他 431 203

営業外費用合計 5,186 4,068

経常利益又は経常損失（△） △5,627 1,658

特別損失

減損損失 － 257

特別損失合計 － 257

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △5,627 1,400

法人税等 ※2
 △3,373

※2
 4,712

四半期純損失（△） △2,254 △3,311
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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21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22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又は税引前四半期純損失
（△）

1,736 △12,655

減価償却費 36,074 28,996

減損損失 － 257

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22 347

賞与引当金の増減額（△は減少） 789 △4,200

ポイント引当金の増減額（△は減少） 6,263 △21,285

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,996 5,777

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △23,099 －

受取利息及び受取配当金 △88 △66

支払利息 9,866 8,900

売上債権の増減額（△は増加） △15,842 △34,137

たな卸資産の増減額（△は増加） △31,538 △88,045

仕入債務の増減額（△は減少） △239,769 111,638

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,245

長期未払金の増減額（△は減少） 24,249 －

その他 △15,427 117,348

小計 △240,812 126,120

利息及び配当金の受取額 88 66

利息の支払額 △9,610 △8,582

法人税等の支払額 △25,307 △9,422

営業活動によるキャッシュ・フロー △275,641 108,182

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 △4,648 △800

無形固定資産の取得による支出 △911 △660

差入保証金の差入による支出 △5,540 △60

差入保証金の回収による収入 9,993 11,351

子会社の清算による収入 43,481 －

その他 △728 13,557

投資活動によるキャッシュ・フロー 41,646 23,388

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 180,000 300,000

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △258,996 △258,996

自己株式の取得による支出 △18,385 △10,704

配当金の支払額 △54,860 △42,556

財務活動によるキャッシュ・フロー △152,241 87,743

現金及び現金同等物に係る換算差額 △432 △264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △386,668 219,050

現金及び現金同等物の期首残高 560,081 791,664

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 173,412

※
 1,010,714
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【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22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22年４月１日
至　平成22年９月30日）

会計処理基準に関する事項の変更 　資産除去債務に関する会計基準の適用

　第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基

準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しており

ます。

　これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ635千円減少し、税引前四半期

純損失は13,880千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22年４月１日

　　至　平成22年９月30日）

（四半期損益計算書）

　前第２四半期累計期間において、営業外費用の「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２四半期累計期間では区分掲記することとしました。なお、前第２四半期累計期

間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取保険金」は1,450千円であります。　
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【簡便な会計処理】

当第２四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22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22年４月１日

　　至　平成22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。 

　ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結

果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

　なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。
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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22年９月30日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 906,910千円

――――――――――

※１．有形固定資産の減価償却累計額 891,149千円

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 1,000,000千円

借入未実行残高 －

　

（四半期損益計算書関係）

前第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）

当第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22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 320,826千円

賃借料 184,961千円　

賞与引当金繰入額 48,804千円　

退職給付費用 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」として一括掲記しております。

※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 316,552千円

賃借料 177,233千円　

賞与引当金繰入額 38,408千円　

退職給付費用 6,746千円　

　 　

※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」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21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22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 159,408千円

賃借料 92,629千円　

賞与引当金繰入額 28,804千円　

退職給付費用 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」として一括掲記しております。

※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 158,238千円

賃借料 88,584千円　

賞与引当金繰入額 22,408千円　

退職給付費用 3,082千円　

※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」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21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22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

 

※　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22年９月30日現在）

 

 （千円）

現金及び預金勘定 1,010,714

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　 1,010,714

 

（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22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 1,916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22年６月24日

定時株主総会
普通株式 42,476 2,000平成22年３月31日平成22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。

（金融商品関係）

　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。
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（企業結合等関係）

　該当事項はありません。

（資産除去債務関係）

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、パソコンを中心とした小売業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。　

　

（追加情報）

　第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成

20年３月21日）を適用しております。

　

（賃貸等不動産関係）

　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22年９月30日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 93,995円48　銭 １株当たり純資産額 96,702円55　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21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

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。

１株当たり四半期純損失金額 1,045円90　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、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２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） 693 △22,077

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）
693 △22,077

期中平均株式数（株） 21,502 21,109

前第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）

当第２四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

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。

１株当たり四半期純損失金額 157円15　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21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

四半期純損失（△）（千円） △2,254 △3,311

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損失（△）（千円） △2,254 △3,311

期中平均株式数（株） 21,428 21,069

（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】

　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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22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22年４月１日から平成23年３月31日までの第29期事業年度の第２四半期会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月

30日まで）及び第２四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22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22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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