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平成 19 年  ２ 月期  個別中間財務諸表の概要       平成 18 年 10 月 20 日 

上 場 会 社 名        株式会社ザイオン                    上場取引所 東京証券取引所（東証マザーズ） 
コ ー ド 番 号        2338                                  本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.zion-net.co.jp/） 
代  表  者 役職名 代表取締役             氏名 小林 仁幸 
問合せ先責任者 役職名 取締役ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ統括ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 氏名 村山 雅経 TEL(03)5425－2477 
決算取締役会開催日 平成 18 年 10 月 20 日   配当支払開始日   ― 
単元株制度採用の有無             無   
 
１． 18 年８月中間期の業績(平成 18 年３月１日～平成 18 年８月 31 日) 
(1)経営成績                                    （百万円未満切捨） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18 年８月中間期 
17 年８月中間期 

816   102.2
404  △37.8

35    ―
△11    ―

37    ―
△2    ―

18 年２月期 2,324     206     220     
 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円   銭

18 年８月中間期 
17 年８月中間期 

24    ― 
△2    ― 

872  94 
△100  90 

18 年２月期 150      5,256  00 

 
 

(注)①期中平均株式数  18 年８月中間期 28,580 株  17 年８月中間期 28,580 株  18 年２月期 28,580 株 
    ②会計処理の方法の変更   無 
     ③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 
(2)財政状態                                    （百万円未満切捨） 
 総 資 産     純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

18 年８月中間期 
17 年８月中間期 

2,083   
2,020   

1,949  
1,771  

93.6   
87.7   

68,215  70
61,985  86

18 年２月期 2,502   1,924  76.9   67,342  76
(注)①期末発行済株式数  18 年８月中間期 28,580 株  17 年８月中間期 28,580 株  18 年２月期 28,580 株 
   ②期末自己株式数   18 年８月中間期   245 株  17 年８月中間期   245 株  18 年２月期   245 株 

 
２．19 年２月期の業績予想(平成 18 年３月１日～平成 19 年２月 28 日) 

 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通   期 1,412   70  40  

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 1,399 円 58 銭 
 
３．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金(円) 

 中間期末 期末 年間 

18 年２月期 ― ― ― 

19 年２月期（実績） ― ― ― 

19 年２月期（予想） ― ― ― 

 
※ 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後

さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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４．中間財務諸表等  

(1)中間貸借対照表 

（単位：千円） 
 

前中間会計期間末 

(平成17年８月31日現在)

当中間会計期間末 

(平成18年８月31日現在) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年２月28日現在)

 
 

科 目 
 

金額 
構成比

(％) 
金額 

構成比 

(％) 
金額 

構成比

(％) 

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 ※1 963,788 1,173,378  1,147,609

２ 売掛金  243,938 68,342  125,082

３ たな卸資産  50,831 35,328  407,562

４ その他  9,352 31,417  33,501

流動資産合計  1,267,911 62.7 1,308,467 62.8 1,713,756 68.5

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※2 31,109 1.5 25,305 1.2 27,903 1.1

２ 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  878 891  401

(2) その他  709 609  659

  無形固定資産合計  1,588 0.1 1,501 0.1 1,061 0.0

３ 投資その他の資産   

(1) 関係会社株式  652,806 652,806  652,806

(2) その他  67,451 95,040  107,074

投資その他の資産合計  720,258 35.7 747,847 35.9 759,880 30.4

固定資産合計  752,956 37.3 774,654 37.2 788,845 31.5

資産合計  2,020,867 100.0 2,083,121 100.0 2,502,602 100.0
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（単位：千円） 

前中間会計期間末 

(平成17年８月31日現在)

当中間会計期間末 

(平成18年８月31日現在) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年２月28日現在)

 
 

科 目 
 

金額 
構成比

(％) 
金額 

構成比 

(％) 
金額 

構成比

(％) 

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  225,315 71,507  471,026

２ その他 ※3 15,019 50,882  96,725

   流動負債合計  240,334 11.9 122,389 5.9 567,751 22.7

Ⅱ 固定負債   

１ 退職給付引当金  7,580 10,228  8,997

２ その他  1,396 897  1,197

   固定負債合計  8,977 0.4 11,126 0.5 10,194 0.4

    負債合計  249,311 12.3 133,516 6.4 577,946 23.1

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  983,800 48.7 ― ― 983,800 39.3

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  774,915 ―  774,915

   資本剰余金合計  774,915 38.3 ― ― 774,915 31.0

Ⅲ 利益剰余金   

１ 任意積立金  2,693 ―  2,693

２ 中間(当期)未処分利益  64,047 ―  217,147

   利益剰余金合計  66,740 3.3 ― ― 219,840 8.8

Ⅳ 自己株式  △53,900 △2.6 ― ― △53,900 △2.2

    資本合計  1,771,555 87.7 ― ― 1,924,656 76.9

     負債及び資本合計  2,020,867 100.0 ― ― 2,502,602 100.0

(純資産の部)   

 株主資本   

１ 資本金  ― ― 983,800 47.2 ― ―

２ 資本剰余金   

(1) 資本準備金  ― 774,915  ―

   資本剰余金合計  ― ― 774,915 37.2 ― ―

３ 利益剰余金   

(1) その他利益剰余金   

  特別償却準備金  ― 1,795  ―

  繰越利益剰余金  ― 242,993  ―

   利益剰余金合計  ― ― 244,789 11.8 ― ―

４ 自己株式  ― ― △53,900 △2.6 ― ―

   株主資本合計  ― ― 1,949,604 93.6 ― ―

    純資産合計  ― ― 1,949,604 93.6 ― ―

     負債純資産合計  ― ― 2,083,121 100.0 ― ―
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(2)中間損益計算書 
（単位：千円） 

前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 

 至 平成17年８月31日)

当中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年８月31日) 

前事業年度の 

要約損益計算書 

(自 平成17年３月１日 

 至 平成18年２月28日)

 
 
 

科 目 
 

金額 
百分比

(％) 
金額 

百分比 

(％) 
金額 

百分比

(％) 

Ⅰ 売上高  404,028 100.0 816,864 100.0 2,324,458 100.0

Ⅱ 売上原価  303,968 75.2 685,300 83.9 1,901,901 81.8

売上総利益 100,059 24.8 131,564 16.1 422,556 18.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費  111,290 27.5 96,431 11.8 216,353 9.3

営業利益 

（又は営業損失△） 
 △11,230 △2.7 35,132 4.3 206,203 8.9

Ⅳ 営業外収益 ※1 8,638 2.1 5,344 0.6 14,146 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※2 ― ― 2,803 0.3 8 0.0

経常利益 

（又は経常損失△） 
 △2,592 △0.6 37,674 4.6 220,341 9.5

Ⅵ 特別損失 ※3 215 0.1 141 0.0 215 0.0

税引前中間（当期）純利益 

（又は税引前中間純損失△） 
△2,807 △0.7 37,533 4.6 220,125 9.5

法人税、住民税及び事業税  475 0.1 428 0.1 70,508 3.0

過年度法人税等  ― 12,455 1.5 ―

法人税等調整額  △399 △0.1 △299 △0.0 △598 △0.0

中間（当期）純利益 

（又は中間純損失△） 
△2,883 △0.7 24,948 3.0 150,216 6.5

前期繰越利益  66,931 ―  66,931

中間(当期)未処分利益 64,047 ―  217,147

   

 

(3) 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自 平成 18 年３月１日 至 平成 18 年８月 31 日） 

（単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金

特別償却 
準備金 

繰越利益
剰余金 

自己株式 
株主資本

合計 

平成18年２月28日残高 983,800 774,915 2,693 217,147 △53,900 1,924,656

中間会計期間中の変動額   

特別償却準備金の取崩し △897 897  ―

中間純利益 24,948  24,948

中間会計期間中の変動額合計 ― ― △897 25,846 ― 24,948

平成18年８月31日残高 983,800 774,915 1,795 242,993 △53,900 1,949,604
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 

前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 

 至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年３月１日 

  至 平成18年２月28日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社

株式 

移動平均法による原価法

②その他有価証券 

時価のあるもの 

中間会計期間末日の市場

価格等に基づく時価法(評

価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移

動平均法により算定) 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社

株式 

同 左 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

中間会計期間末日の市場

価格等に基づく時価法(評

価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は

移動平均法により算定) 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社

株式 

同 左 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定) 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法

時価のないもの 

同 左 

時価のないもの 

同 左 

 (2) たな卸資産 

①仕掛品 

個別法による原価法 

(2) たな卸資産 

①仕掛品 

同 左 

(2) たな卸資産 

①仕掛品 

同 左 

 ②貯蔵品 

最終仕入原価法による原

価法 

②貯蔵品 

同 左 

②貯蔵品 

同 左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（附

属設備は除く）は定額法に

よっております。 

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

建物       

10～18年 

工具器具及び備品 

２～15年 

(1) 有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（附

属設備は除く）は定額法に

よっております。 

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

建物       

３～18年 

工具器具及び備品 

２～15年 

(1) 有形固定資産 

定率法 

同 左 

 (2) 無形固定資産 

定額法 

市場販売目的のソフトウ

ェアについては、見込販売

有効期間(３年)、自社利用

目的のソフトウェアについ

ては、自社における見込利

用可能期間(５年)に基づく

定額法 

(2) 無形固定資産 

定額法 

自社利用目的のソフトウ

ェアについては、自社にお

ける見込利用可能期間(５

年)に基づく定額法を採用

しております。 

 

(2)無形固定資産 

定額法 

市場販売目的のソフトウ

ェアについては、見込販売

有効期間(３年)、自社利用

目的のソフトウェアについ

ては、自社における見込利

用可能期間(５年)に基づく

定額法 
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項目 

前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 

 至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年３月１日 

  至 平成18年２月28日) 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しておりま

す。 

(1) 貸倒引当金 

同 左 

(1) 貸倒引当金 

同 左 

 (2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務の見込額

に基づき、当中間会計期間

末において発生していると

認められる額を計上してお

ります。 

(2) 退職給付引当金 

同 左 

(2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、期末における退職

給付債務の見込額を計上し

ております。 

 

４ リース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

同 左 同 左 

５ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

(1) 消費税等の処理方法 

税抜方式 

(2) 税効果会計適用による

利益処分方式の諸準備金の

取扱い 

中間会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額

は、当期において予定して

いる利益処分による特別償

却準備金の取崩しを前提と

して、当中間会計期間に係

る金額を計算しておりま

す。 

(1) 消費税等の処理方法 

同 左 

(2)    ―――― 

(1) 消費税等の処理方法 

同 左 

(2)    ―――― 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年３月１日 

 至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 

 至 平成18年２月28日) 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14年

８月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成15年10月31日 企業

会計基準適用指針第６号）を適用し

ております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

――――― 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準適用指針第８号）を適

用しております。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は1,949,604千円で

あります。 

――――― 

 

 

追加情報 
 

前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 

 至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年３月１日 

 至 平成18年２月28日) 

実務対応報告第12号「法人事業税

における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（企業会計基準委員会 平

成16年２月13日）が公表されたこと

に伴い、当中間会計期間から同実務

対応報告に基づき、法人事業税の付

加価値割及び資本割2,231千円を販

売費及び一般管理費として計上し

ております。 

――――― 実務対応報告第12号「法人事業税

における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（企業会計基準委員会

平成16年２月13日）が公表されたこ

とに伴い、当期から同実務対応報告

に基づき、法人事業税の付加価値割

及び資本割5,463千円を販売費及び

一般管理費として計上しておりま

す。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 

(平成17年８月31日現在) 

当中間会計期間末 

(平成18年８月31日現在) 

前事業年度末 

(平成18年２月28日現在) 

※1 担保提供資産 

定期預金    100,000千円 

当座貸越契約(極度額100,000千

円)を締結しておりますが、残高は

ありません。 

※1 担保提供資産 

定期預金    100,000千円

同 左 

※1 担保提供資産 

定期預金    100,000千円

同 左 

※2 有形固定資産の減価償却累計額 

62,647千円 

※2 有形固定資産の減価償却累計額

67,053千円

※2 有形固定資産の減価償却累計額

65,853千円

※3 消費税の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、金額的重要性

が乏しいため、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

※3 消費税の取扱い 

同 左 

※3     ―――― 

 

 

(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 

 至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年３月１日 

  至 平成18年２月28日) 

※1 営業外収益の主要項目 

  受取利息       97千円 

  業務受託収入   4,600千円 

  為替差益     3,187千円 

  雑収入       753千円 

※1 営業外収益の主要項目 

   受取利息      123千円

   業務受託収入   5,100千円

雑収入       121千円

 

※1 営業外収益の主要項目 

受取利息      135千円

業務受託収入   10,000千円

為替差益     3,187千円

 

※2    ―――― ※2 営業外費用の主要項目 

加算税等     2,803千円

※2 営業外費用の主要項目 

雑損失        8千円

※3 特別損失の主要項目 

   固定資産除却損   215千円 

※3 特別損失の主要項目 

   固定資産除却損   141千円

※3 特別損失の主要項目 

   固定資産除却損   215千円

4 減価償却実施額 

   有形固定資産   3,236千円 

   無形固定資産   2,874千円 

4 減価償却実施額 

   有形固定資産   2,456千円

   無形固定資産    542千円

4 減価償却実施額 

 有形固定資産   6,442千円

無形固定資産   3,400千円
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成 18 年３月１日 至 平成 18 年８月 31 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少

株式数（株） 

当中間会計期間末株

式数（株） 

普通株式 245 ― ― 245

合計 245 ― ― 245

 

(リース取引関係) 

前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 

 至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年３月１日 

  至 平成18年２月28日) 

内容の重要性が乏しく、契約１件

当たりの金額が少額なリース取引

のため中間財務諸表等規則第５条

の３において準用する財務諸表等

規則第８条の６第６項の規定によ

り記載を省略しております。 

同 左 内容の重要性が乏しく、契約１件

当たりの金額が少額なリース取引

のため財務諸表等規則第８条の６

第６項の規定により記載を省略し

ております。 

 

(有価証券関係) 

前中間会計期間末（平成 17 年８月 31 日現在）、当中間会計期間末（平成 18 年８月 31 日現在）及び前事業年度

末（平成 18 年２月 28 日現在）において、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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(１株当たり情報) 

前中間会計期間 
(自 平成17年３月１日 

 至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 

  至 平成18年２月28日) 

１株当たり純資産額 

61,985 円 86 銭  

１株当たり純資産額 

68,215円70銭 

１株当たり純資産額 

67,342円76銭 

１株当たり中間純損失 

100 円 90 銭  

１株当たり中間純利益 

872円94銭 

１株当たり当期純利益  

5,256円00銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、１株当たり

中間純損失が計上されているため、

記載しておりません。 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 

872円67銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

5,250円85銭 

(注) 算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

1. １株当たり純資産額 

 
前中間会計期間末 

(平成17年８月31日現在)
当中間会計期間末 

(平成18年８月31日現在) 
前事業年度末 

(平成18年２月28日現在)

純資産の部の合計額(千円) ― 1,949,604 ― 

純資産の部の合計額から控

除する金額(千円) 
― ― ― 

普通株式に係る中間期末（期

末）の純資産額(千円) 
― 1,949,604 ― 

１株当たり純資産額の算定に

用いられた普通株式の数(株) 
― 28,580 ― 

 

2. １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 

 至 平成17年８月31日)

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日)

中間（当期）純利益（又は中

間純損失△）(千円) 
△2,883 24,948 150,216 

普通株主に帰属しない金額 

(千円) 
― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純

利益（又は中間純損失△）(千円) 
△2,883 24,948 150,216 

期中平均株式数(株) 28,580 28,580 28,580 

普通株式増加数(株) ― 9 28 

(うち新株予約権） ― (9) (28)

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

新株予約権１種類（新

株予約権の数 72 個）。

新株予約権１種類（新

株予約権の数 22 個）。 

――――― 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 


