
 

平成 19年 3月 15日 

 
各      位 

 
会 社 名  株式会社エーアイテイー 

代表者名  代表取締役社長 矢倉 英一 

（コード番号 9381     東証マザーズ） 

問合せ先  取締役総務部長 山本 哲三 

（TEL．  06  －  6205  －  2612 ） 
 

東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

 当社は、本日、平成 19 年 3 月 15 日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。今後とも、

なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 

 

 

 

以  上 
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平成 19年 2月期  第 3四半期財務・業績の概況（連結） 

平成 19年 1月 15日 
上場会社名 株式会社エーアイテイー （コード番号：9381 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.ait-jp.com/ ）   
問 合 せ 先       代表者役職・氏名 代表取締役社長 矢倉 英一 

責任者役職・氏名 取締役総務部長 山本 哲三 TEL：(06) 6205－2612 
 
１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 
① 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 
② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 有  連結（新規）1社 
④ 会計監査人の関与 ： 有 
   第 3 四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適
時開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係
る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
 
２．平成19年2月期第3四半期財務・業績の概況（平成18年3月1日～平成18年11月30日） 
(1) 連結経営成績の進捗状況                        （百万円未満切捨） 
 営業収益 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期） 

純 利 益       
 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

平成 19年 2月期第３四半期 5,259 － 359 － 369 － 200 － 

平成 18年 2月期第３四半期 －  － －  － －  － －  － 

(参考)平成 18年 2月期 5,339 － 233 － 258 － 147 － 
 

 １株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後           
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭 

平成 19年 2月期第３四半期 10,018  87 － 

平成 18年 2月期第３四半期   － － 

(参考)平成 18年 2月期 20,786  73 
(6,928  91) － 

（注）１．当社グループは、平成 19年 2月期第 3四半期より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前年同
四半期、対前年同四半期増減率については、記載しておりません。 

２．潜在株式調整後 1 株当たり四半期（当期）純利益については、新株予約権残高はありますが、当社株式
は非上場であり期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

３．平成 18 年 6月 2日付で株式 1株に付き 3株の株式分割を行っております。当該株式分割に伴う影響を
加味し、遡及修正を行った場合の 1株当たり当期純利益の数値を（ ）内に記載しております。 

 
[連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等] 
  平成 19年 2月期第 3四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の動向が内外経済に与
える影響が懸念されたものの、企業収益の改善及び個人消費の緩やかな増加により、景気は回復基

調を継続しております。 
  こうした状況下、当社グループは、景気回復に伴う内需拡大による一般消費財の中国・東南アジ

ア諸国からの輸入貨物量の増加を背景とし、バンコクでの子会社設立並びに福岡、和歌山での営業

所を新設するなど積極的な営業活動を展開することで、受注拡大と収益性の確保に努めてまいりま

した。 
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この結果、当社グループの当第 3 四半期連結会計期間の連結営業収益は 5,259 百万円、経常利益は
369百万円、第 3四半期純利益は 200百万円と順調に推移いたしました。 

 
(2) 連結財政状態の変動状況                        （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 

平成 19年 2月期第 3四半期 1,473 730 48.2 35,375 79 
平成 18年 2月期第 3四半期 － － － － 

(参考)平成 18年 2月期 855 529 61.9 77,329 67 
（25,776 56）

（注）１．当社グループは、平成 19年 2月期第 3四半期より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前年同
四半期の数値については、記載しておりません。 

２．平成 18 年 6月 2日付で株式 1株に付き 3株の株式分割を行っております。当該株式分割に伴う影響を
加味し、遡及修正を行った場合の 1株当たり純資産の数値を（ ）内に記載しております。 

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況                     （百万円未満切捨） 
 営 業 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 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円 

平成 19年 2月期第 3四半期 269 △39 98 819 
平成 18年 2月期第 3四半期 － － － － 

(参考)平成 18年 2月期 75 △22 16 489 
（注）当社グループは、平成 19年 2月期第 3四半期より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前年同四半

期の数値については、記載しておりません。 
 
［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

＜連結財政状態の変動状況＞ 
当第 3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ 618百万円増加し 1,473百円

となりました。純資産は、前連結会計年度末に比べ 201百万円増加し 730百万円となりました。 
 
＜キャッシュ・フローの状況＞ 
当第 3四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末

に比べ 330百万円増加し、当第 3四半期連結会計期間末には 819百万円となりました。 
当第 3 四半期連結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要因は次のとおりでありま

す。 
 
（営業活動によるキャッシュ・フロ－） 
 当第 3 四半期連結会計期間における営業活動の結果、獲得した資金は 269 百万円となりました。これは
主に、税金等調整前四半期純利益が 372 百万円となりましたが、営業収益拡大に伴う売上債権の増加 207
百万円及び法人税等の支払額 133百万円等の資金の減少要因に対し、仕入債務の増加 216百万円及び各種
引当金の増加 30百万円等の資金の増加要因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） 
 当第 3四半期連結会計期間における投資活動の結果、支出した資金は 39百万円となりました。これは主
に、差入保証金の差入による支出 28百万円及び有形固定資産の取得による支出 4百万円等の資金の減少要
因によるものであります。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第 3四半期連結会計期間における財務活動の結果、獲得した資金は 98百万円となりました。これは主
に配当金の支払 10 百万円の資金の減少要因に対し、無担保社債の発行による資金調達 98 百万、子会社設
立に伴う少数株主からの資本の払込みによる収入 9百万円の資金の増加要因によるものであります。 
 
３．平成19年2月期の連結業績予想（平成18年3月1日～平成19年2月28日） 

 営業収益 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通     期 7,100 410 230 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    11,468円 46銭 
  
［業績予想に関する定性的情報等］ 
 当連結会計年度におきましては、景気回復に伴う内需拡大から、繊維・雑貨等の一般消費財の中国・

東南アジア諸国からの輸入貨物量が順調に推移しており、通期業績に対する進捗率も、概ね計画通りに

推移しております。 
 この結果、連結通期の業績見通しにつきましては、営業収益 7,100百万円（前年同期比 33.0%増）、連
経常利益 410 百万円（前年同期比 58.9%増）、当期純利益 230百万円（前年同期比 56.5%増）を見込ん
でおります。 
 なお、1株当たり予想当期純利益につきましては、平成 18年 11月 30日現在の発行済株式数 20,055
株により算出しております。 

 
（注）上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成し

たものであります。予想には不確定な要素が含まれており、実際の業績は、市場環境の変化等

により、これらの予想数値と異なる可能性があります。 
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（添付資料） 
４．四半期連結財務諸表 
(１)第３四半期連結貸借対照表 

 

  
当第３四半期連結会計期間末 
(平成18年11月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年2月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  844,311  513,699

２ 売掛金  427,776  217,110

３ たな卸資産  4,897  -

４ その他  81,387  46,804

 貸倒引当金  △ 2,329  △ 2,687

流動資産合計  1,356,043 92.0  774,927 90.6

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※１ 13,213  12,017

２ 無形固定資産  5,283  4,687

３ 投資その他の資産   

(1) 差入保証金  73,061 45,162 

(2) その他  25,564 21,976 

貸倒引当金  - 98,625 △ 3,474 63,664

固定資産合計  117,122 8.0  80,369 9.4

資産合計  1,473,165 100.0  855,297 100.0
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当第３四半期連結会計期間末 
(平成18年11月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年2月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  382,573  166,542

２ 未払法人税等  126,783  75,749

３ 賞与引当金  18,548  16,085

４ 役員賞与引当金  9,600  -

５ その他  82,707  37,519

流動負債合計  620,213 42.1  295,897 34.6

Ⅱ 固定負債   

１ 社債  100,000  -

２ 退職給付引当金  22,431  16,254

 ３ その他  -  2,674

固定負債合計  122,431 8.3  18,928 2.2

負債合計  742,645 50.4  314,826 36.8

   

(少数株主持分)   

少数株主持分  - -  10,722 1.3

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  - -  83,772 9.8

Ⅱ 資本剰余金  - -  34,222 4.0

Ⅲ 利益剰余金  - -  408,633 47.8

Ⅳ 為替換算調整勘定  - -  3,120  0.3

資本合計  - -  529,748 61.9

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 - -  855,297 100.0

   

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

  １ 資本金  83,772 5.7  - -

  ２ 資本剰余金  34,222 2.3  - -

  ３ 利益剰余金  586,734 39.8  - -

    株主資本合計  704,729 47.8  - -

Ⅱ 評価・換算差額金等   

  １ 為替換算調整勘定  4,731 0.3  -

   評価・換算差額金等合計  4,731 0.3  - -

Ⅲ 少数株主持分  21,058 1.5  - -

   純資産合計  730,519 49.6  - -

   負債純資産合計  1,473,165 100.0  - -
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(２)第３四半期連結損益計算書 

 

  

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

  至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成17年３月１日 
  至 平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益   

１ 輸送事業収入  5,259,143 5,339,188 

 ２ その他事業収入  380 5,259,523 100.0 - 5,339,188 100.0

Ⅱ 営業原価   

 １ 輸送事業仕入  4,164,412 79.2  4,334,742 81.2

売上総利益  1,095,111 20.8  1,004,446 18.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 735,723 14.0  770,905 14.4

営業利益  359,388 6.8  233,540 4.4

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  480 157 

２ 為替差益  10,151 - 

３ デリバティブ評価益  3,417 26,101 

４ 保険解約返戻金  2,588 - 

５ 長期未請求債務償却益  2,280 2,764 

６ その他  2,175 21,093 0.4 1,230 30,254 0.6

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  - 16 

２ 社債利息  687 - 

３ 新株発行費  - 499 

４ 株式交付費  573 - 

５ 社債発行費  1,159 - 

６ 為替差損  - 1,188 

７ 事務所退去費用  - 2,469 

８ 開業費償却  3,061 817 

 ９ 株式公開関連費用  4,810 - 

 10 その他  1,058 11,351 0.2 74 5,065 0.1

経常利益  369,130 7.0  258,729 4.9

Ⅵ 特別利益   

 １ 賞与引当金戻入  2,040 - 

 ２ 貸倒引当金戻入  1,647 3,688 0.1 - -

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産売却損 ※２ - - - 203 203 0.0

税金等調整前 
第３四半期(当期)純利益 

 372,818 7.1  258,525 4.9

法人税、住民税 
及び事業税 

 184,760 118,910 

法人税等調整額  △ 13,312 171,448 3.3 △ 7,964 110,946 2.1

少数株主利益又は少数株
主損失(△) 

 441 0.0  △ 342 △0.0

第３四半期(当期)純利益  200,928 3.8  147,920 2.8
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（３）連結剰余金計算書 

 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  25,362 

Ⅱ 資本剰余金増加高   

 １ 増資による新株の発行  8,860 8,860 

Ⅲ 資本剰余金期末残高  34,222 

   

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  271,742 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

 １ 当期純利益  147,920 147,920 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １ 配当金  8,529  

 ２ 役員賞与  2,500 11,029 

Ⅳ 利益剰余金期末残高  408,633 
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（４）四半期連結株主資本等変動計算書 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年3月1日 至 平成18年11月30日） 

 

株主資本 
項目 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年2月28日残高（千円） 83,772 34,222 408,633 526,628

第３四半期連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当 － － △ 10,027 △ 10,027

利益処分による役員賞与 － － △ 12,800 △ 12,800

第３四半期純利益 － － 200,928 200,928

株主資本以外の項目の第３四半期 

連結会計期間中の変動額（純額） 
－ － － －

第３四半期連結会計期間中の変動額

合計（千円） 
－ － 178,100 178,100

平成18年11月30日残高（千円） 83,772 34,222 586,734 704,729

 

評価・換算差額等 
項目 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年2月28日残高（千円） 3,120 3,120 10,722 540,470

第３四半期連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当 － － － △ 10,027

利益処分による役員賞与 － － － △ 12,800

第３四半期純利益 － － － 200,928

株主資本以外の項目の第３四半期 

連結会計期間中の変動額（純額） 
1,611 1,611 10,336 11,948

第３四半期連結会計期間中の変動額

合計（千円） 
1,611 1,611 10,336 190,049

平成18年11月30日残高（千円） 4,731 4,731 21,058 730,519
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(５) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  

当第３四半期連結会計期間

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１ 税金等調整前第３四半期(当期)純利益  372,818 258,525

２ 減価償却費  4,692 5,721

３ 長期前払費用償却  155 435

４ 連結調整勘定償却額  - 761

５ 新株発行費  - 499

６ 株式交付費  573 -

７ 社債発行費  1,159 -

８ 貸倒引当金の増減額（減少△）  △ 3,832 952

９ 賞与引当金の増減額（減少△）  18,928 2,713

10 役員賞与引当金の増減額（減少△）  9,600 -

11 退職給付引当金の増減額（減少△）  6,177 5,976

12 受取利息  △ 480 △ 157

13 支払利息  - 16

14 社債利息  687 -

15 デリバティブ評価益  △ 3,417 △ 26,101

16 売上債権の増減額（増加△）  △ 207,191 △ 90,454

17 仕入債務の増減額（減少△）  216,031 △ 1,316

18 役員賞与の支払額  △ 12,800 △ 2,500

19 その他  △ 49  11,543

小計  403,053 166,616

20 利息及び配当金の受取額  480 157

21 利息の支払額  △ 515 △ 16

22 法人税等の支払額  △ 133,727 △ 91,020

営業活動によるキャッシュ・フロー  269,290 75,736
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当第３四半期連結会計期間

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年11月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日)

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１ 定期預金の預入による支出  △ 3 △ 4

２ 有形固定資産の取得による支出  △ 4,711 △ 6,726

３ 有形固定資産の売却による収入  - 228

４ 無形固定資産の取得による支出  △ 1,885 △ 887

５ 投資有価証券の売却による収入  - 3,845

６ 少数株主持分の取得による支出  - △ 4,480

７ 貸付金の回収による収入  180 240

８ 差入保証金の差入による支出  △ 28,623 △ 36,348

９ 差入保証金の返還による収入  724 26,397

10 その他の支出  △ 5,806 △ 4,794

11 その他の収入  796 -

投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 39,329 △ 22,529

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

１ 社債の発行による収入  98,840 -

２ 株式の発行による収入  - 17,220

３ 少数株主からの払込による収入  9,455 10,926

４ 親会社による配当金の支払額  △ 10,027 △ 8,529

５ 少数株主への配当金の支払額  - △ 150

６ 少数株主への清算配当金の支払額  - △ 2,763

財務活動によるキャッシュ・フロー  98,268 16,704

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   2,380 3,590

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  330,609 73,501

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  489,158 415,656

Ⅶ 現金及び現金同等物の第3四半期末(期末)残高  819,767 489,158
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

 
項目 
 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年3月１日 
至 平成18年2月28日) 

１．連結の範囲に関する事項 

 

 

 

 

 

 

（１）連結子会社の数  4社 

  連結子会社の名称 

   愛徳（香港）有限公司 

   上海愛意特商務諮詢有限公司 

   上海愛意特物流有限公司 

AIT LOGISTICS (THAILAND) 

LIMITED 

当中間連結会計期間より、新設会社

AIT LOGISTICS (THAILAND)LIMITED 

を連結の範囲に含めております。 

 

 

 

（２）非連結子会社の名称等 

該当事項はありません。 

 

（１）連結子会社の数  3社 

   連結子会社の名称 

    愛徳（香港）有限公司 

    上海愛意特商務諮詢有限公司 

    上海愛意特物流有限公司 

 当連結会計年度より、新設会社

上海愛意特物流有限公司を連結の

範囲に含めております。 

また、前連結会計年度まで連結

子会社でありました株式会社アト

ラス物流は、平成17年8月に清算し

たため連結範囲から除外しており

ます。 

（２）非連結子会社の名称等 

同左 

２．持分法の適用に関する事項 

 

非連結子会社及び関連会社がない

ため、持分法の適用はありません。 

同左 

３．連結子会社の四半期決算日

（事業年度）等に関する事項 

 

 

 

 

 

 全ての連結子会社の四半期決算日

は9月30日であります。 

 四半期連結財務諸表の作成に当た

っては、第３四半期決算日現在の財務

諸表を使用しております。ただし、第

３四半期連結決算日までの期間に発

生した重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。 

 

 全ての連結子会社の決算日は12月

31日であります。 

 なお、愛徳（香港）有限公司は、当

連結会計年度より決算日を3月31日か

ら12月31日に変更しております。この

結果、平成17年12月期は、9ヶ月決算

となっております。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、

決算日現在の財務諸表を使用してお

ります。ただし、連結決算日までの期

間に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。

 

４．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び

評価方法 

 

１．デリバティブ 

   時価法を採用しております。 

２. たな卸資産 

  商品  

個別法による原価法を採用して

おります 

 
１．デリバティブ 

同左 
２．たな卸資産 
 

(2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

 

１．有形固定資産 

当社については定率法を採用して

おります。 

また、在外子会社については、主

として見積耐用年数に基づいた定額

法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は3年～10年で

あります。 

 

１．有形固定資産 

当社及び国内子会社については定

率法を採用しております。 

また、在外子会社については、主

として見積耐用年数に基づいた定額

法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は3年～10年で

あります。 

   

 

 



12

 

項目 

 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年3月１日 
至 平成18年2月28日) 

 ２．無形固定資産 

定額法を採用しております。 

ただし、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間（1年～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 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 １．貸倒引当金 

債権の貸倒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検

討し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

２．賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額のう

ち当第３四半期連結会計期間負担

額を計上しております。 

３．役員賞与引当金 

  役員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額のうち当

第３四半期連結会計期間負担額を計

上しております。 

４．退職給付引当金 

従業員に対する退職給付に備え

るため、当連結会計年度末における

退職給付債務の見込額に基づき、当

第３四半期連結会計期間末におい

て発生していると認められる額を

計上しております。 

 

１．貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

２．賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額のう

ち当連結会計年度負担額を計上し

ております。 

３．役員賞与引当金 

 

 

 

 

４. 退職給付引当金 

従業員に対する退職給付に備える

ため、当連結会計年度末における退

職給付債務の見込額に基づき計上し

ております。 

(4) 重要な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 

(5) その他四半期連結財務諸表

(連結財務諸表)作成のため

の重要な事項 
 

 消費税等の会計処理方法 

   税抜方式によっております。 

     

  消費税等の会計処理方法 

同左 

５．四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッシ

ュ・フロー計算書）におけ

る資金の範囲 

 四半期連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から3ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資からな

っております。 
 

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から3ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなってお

ります。 
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会計処理の変更 
 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度 
(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) 

   当第３四半期連結会計期間より「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。 

 

(役員賞与に関する会計基準) 

  役員賞与は、従来、株主総会の利益処分案決議に

より未処分利益の減少として処理しておりました

が、当第３四半期連結会計期間より「役員賞与に関

する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年11月

29日 企業会計基準第4号)に基づき、発生した期間

の費用として処理することとしております。 

  この結果、従来の方法と比較して営業利益、経常利

益及び税金等調整前第３四半期純利益はそれぞれ

9,600千円減少しております。 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

  当第３四半期連結会計期間より「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。 

  従来の資本の部の合計に相当する金額は709,461

千円であります。 

なお、中間連結財務諸表等規則の改正により、当第

３四半期連結会計期間における四半期貸借対照表の

純資産の部については、改正後の中間連結財務諸表等

規則により作成しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注記事項 
(四半期連結貸借対照表関係) 

 

当第３四半期連結会計期間末 
(平成18年11月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年2月28日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

12,703千円 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

9,724千円 
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(四半期連結損益計算書関係) 

 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年3月１日 
至 平成18年2月28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。 

役員報酬 62,301千円

給与手当 289,965千円

賞与引当金繰入額 35,567千円

退職給付費用 7,447千円

役員賞与引当金繰入額 9,600千円 

※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。 

役員報酬 82,581千円

給与手当 294,047千円

賞与引当金繰入額 16,057千円

退職給付費用 6,968千円

貸倒引当金繰入額 1,108千円 

※２． 

 

※２．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

有形固定資産（工具器具備品） 177千円 

無形固定資産（電話加入権） 26千円 

   計 203千円 
 

 
 
（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当第3四半期連結会計期間（自 平成18年3月1日 至 平成18年11月30日） 

 
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 前連結会計年度末 
株式数 

当第３四半期 
連結会計期間 
増加株式数 

当第３四半期 
連結会計期間 
減少株式数 

当第３四半期連結会計

期間末株式数 
摘要 

普通株式（株） 6,685 13,370 － 20,055  

合計 6,685 13,370 － 20,055  

（注）普通株式の発行済株式数の増加は、平成 18年 6月 2日付で実施した 1株につき 3株の株式分割による

ものであります。 

 
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 

区分 新株予約権の

内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類 

前連結会

計年度末 増加 減少 

当第３ 
四半期連 
結会計期 
間末 

当第３四

半期連結

会計期間

末残高 
(千円) 

摘要 

提出会社 
（親会社） 

平成 18年 
新株予約権 

普通株式 630 1,260 99 1,791 －  

合計  －  －  
（注）１．平成 18年新株予約権の当期増加は、平成 18年６月２日付で実施した１株につき３株の株式分割に

よるものであります。 
２．平成 18年新株予約権の当期減少は、従業員の退職による権利喪失によるものであります。 
３．平成 18年新株予約権は、全て権利行使期間が到来しておりません。 

 
３．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

     該当事項はありません。 
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４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 種類 配当金の総額 
(千円) 

1株当たりの配当額 
(円) 

基準日 効力発生日 

平成 18年 5月 26日 
定時株主総会 

普通株式 10,027 1,500 平成 18年 2月 28日 平成 18年 5月 26日 

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年3月１日 
至 平成18年2月28日) 

現金及び現金同等物の第３四半期期末残高と四半期

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 844,311千円 

預入期間３か月超の定期預金 △ 24,544千円 

現金及び現金同等物 819,767千円 
 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 513,699千円 

預入期間３か月超の定期預金 △ 24,541千円 

現金及び現金同等物 489,158千円 
 

 
(リース取引関係) 

 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年3月１日 
至 平成18年2月28日) 

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 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び第３四半期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却累計額 
相当額 
(千円) 

第3四半期末残高
相当額 
(千円) 

ソフトウェア 53,130 6,041 47,089 

 

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 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

ソフトウェア 17,356 1,579 15,776 

 

２．未経過リース料第3四半期期末残高相当額 

１年以内 10,271千円

１年超 37,056千円

合計 47,327千円
 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 3,382千円

１年超 12,452千円

合計 15,834千円
 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 2,775千円

減価償却費相当額 2,624千円

支払利息相当額 274千円
 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 1,646千円

減価償却費相当額 1,579千円

支払利息相当額 124千円
 

４．減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

５．利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については利

息法によっております。 

(減損損失について) 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

 

５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については利

息法によっております。 
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（有価証券関係） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年3月1日 至 平成18年11月30日） 

      該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日） 

      該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年3月1日 至 平成18年11月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

通貨関連 

区分 種類 
契約額等 
(千円) 

契約額等 
のうち 
１年超 
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

 
通貨オプション 
取引 

  

 売建   

 米ドル プット 157,800 31,560 3,645 3,645 

 買建   

米ドル コール 52,600 10,520 △ 740 △ 740 

小計 ― ― 2,904 2,904 
市場取引 

以外の取引 
為替予約取引   

 売建   

     米ドル ― ― ― ― 

 買建   

     米ドル 81,177 ― 81,123 △ 53 

小計 81,177 ― 81,123 △ 53 

合計 ― ― ― 2,851 

(注) 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 
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前連結会計年度（自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

通貨関連 

区分 種類 
契約額等 
(千円) 

契約額等 
のうち 
１年超 
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

 
通貨オプション 
取引 

  

 売建   

 米ドル プット 252,480 126,240 △ 4,287 △ 4,287 

 買建   

米ドル コール 84,160 42,080 4,050 4,050 

小計 ― ― △ 237 △ 237 
市場取引 

以外の取引 
為替予約取引   

 売建   

     米ドル ― ― ― ― 

 買建   

     米ドル 29,214 ― 28,885 △ 328 

小計 29,214 ― 28,885 △ 328 

合計 ― ― ― △ 566 

(注) 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

 

 

（ストック・オプション等関係） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年3月1日 至 平成18年11月30日） 

当第 3四半期連結会計期間において付与したストック・オプションはありません。 
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（セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間(自 平成18年3月1日 至 平成18年11月30日) 

当社及び連結子会社の事業は、国際貨物輸送事業ならびにこれらの附帯業務及びその他事業があります。

しかしながら、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計に占める国際貨物輸送

事業ならびにこれらの附帯業務の割合が 90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略し

ております。 
 

前連結会計年度(自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日) 

当社及び連結子会社の事業は、国際貨物輸送事業ならびにこれらの附帯業務の単一事業であります。従

いまして、対象となるセグメントはありませんので記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間(自 平成18年3月1日 至 平成18年11月30日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計に占める「日本」の割合が、いずれ

も90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 
前連結会計年度(自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計に占める「日本」の割合が、いずれ

も 90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 
 
【海外売上高】 

当第３四半期連結会計期間(自 平成18年3月1日 至 平成18年11月30日) 

海外売上高は、いずれも連結売上高の 10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
 

前連結会計年度(自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日) 

     海外売上高は、いずれも連結売上高の 10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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(１株当たり情報) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度 
(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 35,375円79銭
 

１株当たり純資産額 77,329円67銭
 

１株当たり第３四半期純利益 10,018円87銭
 

１株当たり当期純利益 20,786円73銭
 

なお、潜在株式調整後1株当たり第３四半期純利益に

ついては、新株予約権の残高はありますが、当社株式

は非上場であり期中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。 

当社は、平成18年6月2日付で株式1株につき3株の割

合でもって分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前連結会計年度における1株当たり情報につい

ては、以下の通りとなます。 

 1株当たり純資産額 

25,776円56銭

 １株当たり当期純利益 

6,928円91銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、

新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であ

り期中平均株価が把握できませんので記載しておりま

せん。 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について

は、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上

場であり期中平均株価が把握できませんので記載して

おりません。 

当社は、平成17年12月29日付で株式1株につき5株の

割合でもって分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前連結会計年度における1株当たり情報につい

ては、以下の通りとなります。 

 1株当たり純資産額 

56,836円69銭

 １株当たり当期純利益 

17,686円21銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

 

(注)１．1株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年3月１日 
至 平成18年2月28日) 

純資産の部の合計額(千円) 730,519 －

純資産の部の合計額と1株当たり純資

産額の算定に用いられた普通株式に

係る第３四半期連結会計期間末の純

資産額との差額(千円) 

21,058 －

主要な内訳 

少数株主持分 21,058 －

普通株式に係る純資産額(千円) 709,461 －

普通株式の発行済株式数(株) 20,055 －

普通株式の自己株式数(株) － －

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) 
20,055 －
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(注)２．１株当たり四半期(当期)純利益の算定上の基礎 

項目 
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年3月１日 
至 平成18年2月28日) 

四半期連結損益計算書上の第３四半

期(当期)純利益(千円) 
200,928 147,920

普通株主に帰属しない金額(千円) － 12,800

（うち利益処分による役員賞与金） （ － ） （12,800）

普通株式に係る第３四半期(当期)純

利益(千円) 
200,928 135,120

普通株式の期中平均株式数(株) 20,055 6,500

希簿化効果を有しないため、潜在株式

調整後1株当たり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 597個 

（新株予約権1個につき3株）
新株予約権 630個 
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(重要な後発事象) 

 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年3月１日 
至 平成18年2月28日) 

 １．当社は、平成18年2月14日開催の取締役会において、

無担保社債の発行を行う旨を決議をし、平成18年3

月31日に実行しております。 

当該事象の概要 

（１）発行総額  1億円 

（２）利率    1.03％ 

（３）発行日   平成18年3月31日 

（４）償還期日  平成21年3月31日 

（５）償還方法  一括償還 

（６）使途    低利の長期資金を直接金融より調

達することで、将来の業容拡大に伴う資金

需要に備えるためのものであります。 

（７）引受先   株式会社三菱東京UFJ銀行 

 

２．平成18年5月15日開催の取締役会において、株式分

割による新株式の発行を行う旨の決議をしており

ます。 

当該株式分割の内容は、下記のとおりであります。

（１）分割により増加する株式数 

    普通株式  13,370株 

 （２）分割方法 

    平成18年6月1日最終の株主名簿に記載された

株主の所有株式数を1株に付き3株の割合をも

って分割する。 

 （３）配当起算日 

    平成18年3月1日 

前連結会計年度期首に当該株式分割が行われたと仮

定した場合における（1株当たり情報）の各数値は以下

のとおりであります。 

前連結会計年度 
(自 平成16年 3月 1日 

至 平成17年 2月28日) 

当連結会計年度 
(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 

18,945円56銭 

1株当たり当期純利益 

5,895円40銭 

 なお、潜在株式調整後1

株当たり当期純利益につ

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株当たり純資産額 

25,776円56銭 

1株当たり当期純利益 

6,928円91銭 

 なお、潜在株式調整後1

株当たり当期純利益につ

いては、新株予約権残高は

ありますが、当社株式は非

上場であり期中平均株価

が把握できませんので記

載しておりません。 
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(生産、受注及び販売の状況) 

当第3四半期連結会計期間（自 平成18年3月1日 至 平成18年11月30日） 

(1) 生産実績 

当社グループは、国際貨物輸送事業を主に営んでいるため、記載を省略しております。 

 
(2) 受注実績 

生産実績と同様の理由により、記載を省略しております。 

 

(3) 仕入実績 
当第３四半期連結会計期間における仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門 金額（千円） 前年同期比（％）

国際貨物輸送事業 4,164,412 － 

その他事業 － － 

合計 4,164,412 － 

（注）１．当社グループの事業部門は国際貨物輸送事業とその他事業となっております。 

２．前年同期比につきましては前第３四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表を作成していないため記

載を省略しております。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(4) 販売実績 
当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門 金額（千円） 前年同期比（％）

国際貨物輸送事業 5,259,143 － 

その他事業    380  － 

合計 5,259,523 － 

（注）１．当社グループの事業部門は国際貨物輸送事業とその他事業となっております。 

２．前年同期比につきましては前第３四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表を作成していないため記

載を省略しております。 

３．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 
当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
 至 平成18年11月30日) 相手先 

金額(千円) 割合(％) 

㈱ニッセン 797,398 15.2 

４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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前連結会計年度（自 平成17年2月1日 至 平成18年2月28日） 

(1) 生産実績 

当社グループは、国際貨物輸送事業を主に営んでいるため、記載を省略しております。 

 
(2) 受注実績 

生産実績と同様の理由により、記載を省略しております。 

 

(3) 仕入実績 

前連結会計年度における仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門 金額(千円) 前年同期比(％) 

国際貨物輸送事業 4,334,742 ＋14.2 

合計 4,334,742 ＋14.2 

（注）１．当社グループは、単一事業分野において事業を行っており、単一事業部門で構成されているため事業

の種類別セグメント情報及び事業部門別の記載は行っておりません。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
(4) 販売実績 

前連結会計年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門 金額(千円) 前年同期比(％) 

国際貨物輸送事業 5,339,188 ＋15.0 

合計 5,339,188 ＋15.0 

（注）１．当社グループは、単一事業分野において事業を行っており、単一事業部門で構成されているため事業

の種類別セグメント情報及び事業部門別の記載は行っておりません。 

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 
前連結会計年度 

(自 平成17年3月１日 
 至 平成18年2月28日) 相手先 

金額(千円) 割合(％) 

㈱ニッセン 1,058,791 19.8 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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平成 19年 2月期  第 3四半期財務・業績の概況（個別） 
平成 19年 1月 15日 

 

上場会社名 株式会社エーアイテイー （コード番号：9381 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.ait-jp.com/  ）   
問 合 せ 先       代表者役職・氏名 代表取締役社長  矢倉 英一 

責任者役職・氏名 取締役総務部長 山本 哲三 TEL：(06) 6205－2612 
 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 
① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 会計監査人の関与 ： 有 
   四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等
に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
 
２．平成19年2月期第3四半期財務・業績の概況（平成18年3月1日～平成18年11月30日） 
(1) 経営成績の進捗状況                          （百万円未満切捨） 

 営業収益 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

平成 19年 2月期第 3四半期 4,977 － 338 － 352 － 186 － 

平成 18年 2月期第 3四半期  － － － － － － － 

(参考)平成 18年 2月期 5,019   212   243   141   
 
 １株当たり四半期 

（当期）純利益 
 円    銭 

平成 19年 2月期第 3四半期 9,302 54 
平成 18年 2月期第 3四半期  － 

(参考)平成 18年 2月期 19,842 27 
（6,614 09）

（注）１．当社は、平成 19年 2月期第 3四半期より四半期財務諸表を作成しておりますので、前年同四半期、対前
年同四半期増減率については、記載しておりません。 

２．平成 18 年 6月 2日付で株式 1株に付き 3株の株式分割を行っております。当該株式分割に伴う影響を
加味し、遡及修正を行った場合の 1株当たり当期純利益の数値を（ ）内に記載しております。 
 

(2) 財政状態の変動状況                          （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 

平成 19年 2月期第 3四半期 1,338 678 50.7 33,822 04 
平成 18年２月期第 3四半期 － － － － 

(参考)平成 18年 2月期 813 514 63.3 75,058 49 
（25,019 50）

（注）１．当社グループは、平成 19年 2月期第 3四半期より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前年同
四半期の数値については、記載しておりません。 

２．平成 18 年 6月 2日付で株式 1株に付き 3株の株式分割を行っております。当該株式分割に伴う影響を
加味し、遡及修正を行った場合の 1株当たり純資産の数値を（ ）内に記載しております。 
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３．平成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） 

 営業収益 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通     期 6,600 390 220 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  10,969円 83銭 

なお、1株当たり予想当期純利益につきましては、平成 18年 11月 30日現在の発行済株式
数 20,055株により算出しております。 

 
（注）上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成し

たものであります。予想には不確定な要素が含まれており、実際の業績は、市場環境の変化等
により、これらの予想数値と異なる可能性があります。 

 
４．配当状況 

・現金配当 1 株当たり配当金（円） 

         第1四半期末 中間期末 第3四半期末 期末 その他 年間 

平成 17 年 2月期 － － －
1,500
（500）

－ 
1,500
（500）

平成 19 年 2月期（実績） － － － － － －

平成 19 年 2月期（予想） － － － 2,500 － 2,500

（注）平成 18年 6月 2日付で株式 1株に付き 3株の株式分割を行っております。当該株式分割に伴う影響を加
味し、遡及修正を行った場合の 1株当たり配当金の数値を（ ）内に記載しております。 
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添付資料 
５．四半期財務諸表 
(１) 四半期貸借対照表 

 

  
当第３四半期会計期間末 

(平成18年11月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年2月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  740,157  438,470

２ 売掛金  346,169  188,801

３ たな卸資産  4,897  －

４ その他  61,695  45,949

 貸倒引当金  △ 2,329  △ 2,687

流動資産合計  1,150,589 86.0  670,534 82.4

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※１ 5,915  5,978

２ 無形固定資産  3,789  3,652

３ 投資その他の資産   

(1) 関係会社株式  107,895 75,016 

(2) 差入保証金  44,297 39,853 

(3) その他  25,564 21,976 

貸倒引当金  － 177,756 △ 3,474 133,372

固定資産合計  187,461 14.0  143,003 17.6

資産合計  1,338,051 100.0  813,538 100.0
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当第３四半期会計期間末 

(平成18年11月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年2月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  320,710  159,607

２ 未払法人税等  125,247  73,392

３ 賞与引当金  8,407  15,700

４ 役員賞与引当金  9,600  －

５ その他  73,354  31,538

流動負債合計  537,318 40.2  280,238 34.4

Ⅱ 固定負債   

１ 社債  100,000  －

２ 退職給付引当金  22,431  16,254

３ その他  －  2,479

固定負債合計  122,431 9.1  18,734 2.3

負債合計  659,750 49.3  298,972 36.7
   

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  － －  83,772 10.3

Ⅱ 資本剰余金   

 １ 資本準備金  － 34,222 

   資本剰余金合計  － －  34,222 4.2

Ⅲ 利益剰余金   

 １ 利益準備金  － 2,886 

 ２ 当期未処分利益  － 393,684 

利益剰余金合計  － －  396,571 48.8

資本合計  － －  514,566 63.3

負債及び資本合計  － －  813,538 100.0
   

（純資産の部）   
Ⅰ 株主資本   

 １ 資本金  83,772 6.3  － －

 ２ 資本剰余金   

   (1) 資本準備金  34,222 － 

   資本剰余金合計  34,222 2.6  － －

 ３ 利益剰余金   

   (1)利益準備金  2,886 － 

(2)その他利益剰余金  － 

     繰越利益剰余金  557,419  

   利益剰余金合計  560,306 41.9  － －

   株主資本合計  678,301 50.7  － －

純資産合計  678,301 50.7  － －

負債純資産合計  1,338,051 100.0  － －
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(２) 四半期損益計算書 

 

  
当第３四半期会計期間 
(自 平成18年 3月 1日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益   

 １ 輸送事業収入  4,977,561 5,019,996 

 ２ その他事業収入  380 4,977,942 100.0 － 5,019,996 100.0

Ⅱ 営業原価   

 １ 輸送事業仕入  3,962,423 79.6  4,075,268 81.2

売上総利益  1,015,518 20.4  944,728 18.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費  676,750 13.6  732,658 14.6

営業利益  338,768 6.8  212,069 4.2

Ⅳ 営業外収益 ※１ 22,068 0.4  34,086 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※２ 8,021 0.2  2,523 0.0

経常利益  352,815 7.0  243,632 4.9

Ⅵ 特別利益 ※３ 3,688 0.1  7,158 0.1

税引前第３四半期 
（当期）純利益 

 356,503 7.1  250,791 5.0

   法人税、住民税 
及び事業税 

 183,253 117,658 

   法人税等調整額  △ 13,312 169,940 3.4 △ 8,648 109,010 2.2

   第３四半期（当期） 
純利益 

 186,562 3.7  141,781 2.8

   前期繰越利益  －  251,902

   当期未処分利益  －  393,684
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（３）四半期株主資本等変動計算書 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益

剰余金 
項目 

資本金 
資本準備金

資本剰余金

合計 
利益準備金

繰越利益

剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本 

合計 

純資産合計

平成18年2月28日残高 

（千円） 
83,772 34,222 34,222 2,886 393,684 396,571 514,566 514,566

第３四半期会計期間中

の変動額 
   

剰余金の配当 － － － － △10,027 △10,027 △10,027 △10,027

利益処分による 

役員賞与 
－ － － － △12,800 △12,800 △12,800 △12,800

第３四半期純利益 － － － － 186,562 186,562 186,562 186,562

第３四半期会計期間中

の変動額合計（千円） 
－ － － － 163,735 163,735 163,735 163,735

平成18年11月30日残高 

（千円） 
83,772 34,222 34,222 2,886 557,419 560,306 678,301 678,301
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 

 
項目 
 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年 3月 1日 
 至 平成18年11月30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 

子会社株式 

   移動平均法による原価法を採

用しております。 

(2) デリバティブ 

   時価法を採用しております。 

(3) たな卸資産 

  商品 

   個別法による原価法を採用し

ております。 

(1) 有価証券 

  子会社株式 

同左 

 

(2) デリバティブ 

同左 

(3) たな卸資産 

  

 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）有形固定資産 

   定率法を採用しております。 

   なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

     建物     5年～10年 

     車輌運搬具  6年 

     工具器具備品 5年～8年 

（２）無形固定資産 

   定額法を採用しております。 

   ただし、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（5年）に基づく定額

法を採用しております。 

（３）長期前払費用 

   均等償却を採用しております。

 

（１）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

   なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

     建物     5年～10年 

     車輌運搬具  6年 

     工具器具備品 3年～8年 

（２）無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

（３）長期前払費用 

同左 

３．引当金の計上基準 （１）貸倒引当金 

   債権の貸倒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

回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。 

（１）貸倒引当金 

同左 

 （２）賞与引当金 
   従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額

のうち当第３四半期会計期間負

担額を計上しております。 

（２）賞与引当金 
   従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額

のうち当期負担額を計上してお

ります。 
 （３）役員賞与引当金 

   役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額の

うち当第３四半期会計期間負担

額を計上しております。 

（３）役員賞与引当金 
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項目 
 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年 3月 1日 
 至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年 3月 1日 
至 平成18年 2月28日) 

 （４）退職給付引当金 
   従業員に対する退職給付に備え

るため、当期末における退職給

付債務の見込額に基づき、当第

３四半期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。 

（４）退職給付引当金 
   従業員に対する退職給付に備え

るため、当期末における退職給

付債務の見込額に基づき計上し

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 

５．その他四半期財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

    税抜方式によっております。

 

 

消費税等の会計処理方法 

同左 
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会計処理方法の変更 
 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年 3月 1日 
至 平成18年11月30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) 

   当第３四半期会計期間より「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。 

 

(役員賞与に関する会計基準) 

  役員賞与は、従来、株主総会の利益処分案決議に

より未処分利益の減少として処理しておりました

が、当第３四半期会計期間より「役員賞与に関する

会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年11月29日

企業会計基準第4号)に基づき、発生した期間の費用

として処理することとしております。 

  この結果、従来の方法と比較して営業利益、経常利

益及び税引第3前四半期純利益はそれぞれ9,600千円

減少しております。 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

  当第３四半期会計期間より「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。 

  従来の資本の部の合計に相当する金額との相違は

ありません。 

  なお、中間財務諸表等規則の改正により、当第３四

半期会計期間における四半期貸借対照表の純資産の

部については、改正後の中間財務諸表等規則により作

成しております。 
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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18年11月30日) 

前事業年度末 
(平成18年 2月28日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

7,926千円 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

6,513千円 
 

 
 
(四半期損益計算書関係) 

 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年 3月 1日 
至 平成18年11月30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 

為替差益 11,458千円 

長期未請求債務償却益 2,280千円 

デリバティブ評価益 3,417千円 

保険解約返戻金 2,588千円 

  
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取配当金 850千円 

投資有価証券売却益 849千円 

為替差益 3,387千円 

長期未請求債務償却益 2,764千円 

デリバティブ評価益 26,101千円 
 

  

※２ 営業外費用の主要項目 

社債利息 687千円 

   株式交付費 573千円 

   社債発行費 1,159千円 

   株式公開関連費用 4,810千円 
 

※２ 営業外費用の主要項目 

新株発行費 499千円 

   事務所退去費用 2,007千円 

  

  
 

  

※３ 特別利益の主要項目 

    賞与引当金戻入益       2,040千円 

    貸倒引当金戻入益       1,647千円 

     

※３ 特別利益の主要項目 

関係会社清算益 7,158千円 

  
 

４ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,413千円 

無形固定資産 956千円 
 

４ 減価償却実施額 

有形固定資産 2,554千円 

無形固定資産 1,059千円 
 

 
 
 
（第３四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期会計期間（自 平成18年 3月 1日 至 平成18年11月30日） 

  自己株式に関する事項 

     該当事項はありません。 
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(リース取引関係) 

 
当第３四半期会計期間 
(自 平成18年 3月 1日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年 3月 1日 
至 平成18年 2月28日) 

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 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び第３四半期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却累計額 
相当額 
(千円) 

第3四半期末残高
相当額 
(千円) 

ソフトウェア 53,130 6,041 47,089 

 

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 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

ソフトウェア 17,356 1,579 15,776 

 

２．未経過リース料第３四半期末残高相当額 

１年以内 10,271千円

１年超 37,056千円

合計 47,327千円
 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 3,382千円

１年超 12,452千円

合計 15,834千円
 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 2,775千円

減価償却費相当額 2,624千円

支払利息相当額 274千円
 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 1,646千円

減価償却費相当額 1,579千円

支払利息相当額 124千円
 

４．減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

５．利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については利

息法によっております。 

(減損損失について) 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

 

５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については

利息法によっております。 

 

 
(有価証券関係) 

当第３四半期会計期間末（平成18年11月30日） 

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。 

 

前事業年度末（平成18年2月28日） 

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) 

 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年 3月 1日 
至 平成18年11月30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 33,822円04銭
 

１株当たり純資産額 75,058円49銭
 

１株当たり第３四半期純利益 9,302円54銭
 

１株当たり当期純利益 19,842円27銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益

については、新株予約権残高はありますが、当社株式

は非上場であり期中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。 

当社は、平成18年6月2日付で株式1株につき3株の割合

でもって分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における1株当たり情報については、以

下の通りとなります。 

 1株当たり純資産額 

25,019円50銭

 1株当たり当期純利益 

6,614円09銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について

は、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上

場であり期中平均株価が把握できませんので記載して

おりません。 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について

は、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上

場であり期中平均株価が把握できませんので記載して

おりません。 

当社は、平成17年12月29日付で普通株式1株につき5

株の割合でもって分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前事業年度における1株当たり情報については、

以下の通りとなります。 

 1株当たり純資産額 

56,068円31銭

 １株当たり当期純利益 

16,448円00銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

 

(注)１．1株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
当第３四半期会計期間 
(自 平成18年 3月 1日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年 3月 1日 
至 平成18年 2月28日) 

純資産の部の合計額(千円) 678,301 － 

純資産の部の合計額と1株当たり純資

産額の算定に用いられた普通株式に

係る第３四半期会計期間末の純資産

額との差額(千円) 

－ － 

普通株式に係る純資産額(千円) 678,301 － 

普通株式の発行済株式数(株) 20,055 － 

普通株式の自己株式数(株) － － 

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) 
20,055 － 
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(注)２．１株当たり第３四半期(当期)純利益の算定上の基礎 

項目 
当第３四半期会計期間 
(自 平成18年 3月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年 3月 1日 
至 平成18年 2月28日) 

四半期損益計算書上の第３四半期(当

期)純利益(千円) 
186,562 141,781

普通株主に帰属しない金額(千円) － 12,800

（うち利益処分による役員賞与金） （ － ） （12,800）

普通株式に係る第３四半期(当期)純

利益(千円) 
186,562 128,981

普通株式の期中平均株式数(株) 20,055 6,500

希簿化効果を有しないため、潜在株式

調整後1株当たり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 597個 

（新株予約権１個につき３株）
新株予約権 630個 
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(重要な後発事象) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年 3月 1日 
至 平成18年11月30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．当社は、平成18年2月14日開催の取締役会において、

無担保社債の発行を行う旨の決議をし、平成18年3

月31日に実行しております。 

当該事象の概要 

 (1) 発行総額  1億円 

(2) 利率    1.03％ 

 (3) 発行日   平成18年3月31日 

 (4) 償還期日  平成21年3月31日 

(5) 償還方法  一括償還 

(6) 使途    低利の長期資金を直接金融より調達

することで、将来の業容拡大に伴う資

金需要に備えるためのものでありま

す。 

(7) 引受先   株式会社三菱東京UFJ銀行 

 

２．平成18年5月15日開催の取締役会において、株式分

割による新株式の発行を行う旨の決議をしており

ます。 

当該株式分割の内容は、下記のとおりであります。 

 (1) 分割により増加する株式数 

   普通株式  13,370株 

 (2) 分割方法 

   平成18年6月1日最終の株主名簿に記載された株

主の所有株式数を1株に付き3株の割合をもって

分割する。 

 (3) 配当起算日 

   平成18年3月1日 

前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合に

おける（1株当たり情報）の各数値は以下のとおりであ

ります。 

前事業年度 
(自 平成16年 3月 1日 

至 平成17年 2月28日) 

当事業年度 
(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 

18,689円44銭 

1株当たり当期純利益 

5,482円67銭 

 なお、潜在株式調整後1

株当たり当期純利益につ

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株当たり純資産額 

25,019円50銭 

1株当たり当期純利益 

6,614円09銭 

 なお、潜在株式調整後1

株当たり当期純利益につ

いては、新株予約権残高は

ありますが、当社株式は非

上場であり期中平均株価

が把握できませんので記

載しておりません。 
 

 

 


