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１． 19 年 2 月期の業績(平成 18 年 3 月 1日～平成 19 年 2 月 28 日) 
(1)経営成績                                 （百万円未満切捨） 

 営業収益 営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％
19 年 2 月期 
18 年 2 月期 

6,738 
5,019 

34.2
27.3

383
212

81.0
14.7

400 
243 

64.5
27.7

 
 

当期純利益 
1 株当たり
当期純利益

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

自 己 資 本

当期純利益率

総 資 産 

経常利益率 
売 上 高

経常利益率

 百万円  ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19 年 2 月期 
18 年 2 月期 

221 
141 

56.2 
47.6 

11,039 75
19,842 27

－  －
－  －

36.1
32.2

36.0 
34.8 

5.9
4.9

(注) ①期中平均株式数 19年2月期 20,055株             18年2月期 6,500株 

    ②会計処理の方法の変更   無 

     ③営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

④平成18年6月2日付で株式1株につき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平成18年2月期の1株当たり当期純利益は、6,614円09銭であります。 

  ⑤平成 18 年 2月期及び平成 19 年 2月期における潜在株式調整後 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、平成 19 年 2 月 28 日現在において当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握

できないため記載しておりません。 

 
(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 
19 年 2 月期 
18 年 2 月期 

1,412 
813 

713
514

50.5  
63.3  

35,559 25 
75,058 49 

(注) ①期末発行済株式数   19年2月期 20,055株 18年2月期 6,685株 

  ②期末自己株式数     19年2月期    －株 18年2月期    －株 

③平成18年6月2日付で株式1株につき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平成18年2月期の1株当たり純資産は、25,019円50銭であります。 

 
２．20 年 2月期の業績予想(平成 19 年 3 月 1日～平成 20 年 2月 29 日) 
 営業収益 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 
通   期 

3,911 

8,661 

 

 

164

504

97

297

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 12,997 円 37 銭  
（注）１株当たり予想当期純利益（通期）は、平成19年3月14日付で公募による新株発行2,940株の増加分を含めて計算

した期中平均株式数22,890株により算出しております。 
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３．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 年間 
配当金総額 

（百万円） 
配当性向

（％） 
純資産 

配当率(％)

18 年 2 月期 － － － 1,500 1,500 10 7.6 2.3 

19 年 2 月期 － － － 2,500 2,500 50 22.6 8.3 

20 年 2 月期（予想） － － － 3,000 3,000    

(注) ①平成18年6月2日付で株式1株につき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平成18年2月期の1株当たり配当金は、500円であります。 

 
 
※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、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、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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１．財務諸表等 

(1) 貸借対照表 

 

  
前事業年度 

(平成18年2月28日) 
当事業年度 

(平成19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  438,470  831,395

２ 売掛金 ※２ 188,801  303,803

３ たな卸資産  －  5,132

４ 前渡金  1,707  －

５ 前払費用  8,973  14,036

６ 繰延税金資産  14,508  27,392

７ 未収消費税等  4,740  8,704

８ 立替金  8,058  24,685

９ デリバティブ資産  2,242  3,542

10 その他  5,719  3,323

貸倒引当金  △ 2,687  △ 3,383

流動資産合計  670,534 82.4  1,218,633 86.2

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物  6,520 6,940 

  減価償却累計額  △ 3,215 3,304 △ 4,086 2,853

(2) 車輌運搬具  4,427 4,427 

減価償却累計額  △ 2,428 1,998 △ 3,066 1,361

(3) 工具器具備品  1,543 2,893 

減価償却累計額  △ 868 674 △ 1,332 1,560

有形固定資産合計  5,978 0.7  5,775 0.4

２ 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  2,816  2,640

(2) 電話加入権  836  851

無形固定資産合計  3,652 0.5  3,491 0.3

３ 投資その他の資産   

(1) 関係会社株式  75,016  107,895

(2) 株主、役員又は従業員 

  に対する長期貸付金 
 380  140

(3) 破産更生債権等  3,474  －

(4) 長期前払費用  748  1,148

(5) 繰延税金資産  7,556  10,129

(6) 差入保証金 ※２ 39,853  49,194

(7) 保険積立金  9,817  16,571

貸倒引当金  △ 3,474  －

投資その他の資産合計  133,372 16.4  185,078 13.1

固定資産合計  143,003 17.6  194,345 13.8

資産合計  813,538 100.0  1,412,978 100.0
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前事業年度 

(平成18年2月28日) 
当事業年度 

(平成19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 ※２ 159,607  272,944 

２ 未払金  8,186  25,905 

３ 未払費用  1,781  1,788 

４ 未払法人税等  73,392  140,253 

５ 預り金  21,241  99,901 

６ 賞与引当金  15,700  15,657 

７ 役員賞与引当金  －  18,500 

８ デリバティブ負債  328  730 

流動負債合計  280,238 34.4  575,680 40.7

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  －  100,000 

２ 退職給付引当金  16,254  24,157 

３ デリバティブ負債  2,479  － 

固定負債合計  18,734 2.3  124,157 8.8

負債合計  298,972 36.7  699,837 49.5

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※１ 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 5.9

 ２ 資本剰余金    

 （１）資本準備金  － 34,222  

   資本剰余金合計  － －  34,222 2.5

 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  － 592,259  

   利益剰余金合計  － －  595,145 42.1

   株主資本合計  － －  713,140 50.5

   純資産合計  － －  713,140 50.5

   負債純資産合計  － －  1,412,978 100.0
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(２) 損益計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成17年3月1日 
至 平成18年2月28日) 

当事業年度 
(自 平成18年3月1日 
至 平成19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  5,019,996 6,737,816 

 ２ その他事業収入  － 5,019,996 100.0 835 6,738,651 100.0

Ⅱ 営業原価   

 １ 輸送事業仕入  4,075,268 81.2  5,375,757 79.8

売上総利益  944,728 18.8  1,362,894 20.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 732,658 14.6  979,143 14.5

  営業利益  212,069 4.2  383,750 5.7

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  59 480 

２ 受取配当金  850 － 

３ 投資有価証券売却益  849 － 

４ 為替差益  3,387 13,910 

５ デリバティブ評価益  26,101 3,378 

６ 保険解約返戻金  － 2,588 

７ 長期未請求債務償却益  2,764 3,386 

８ その他  74 34,086 0.7 2,734 26,479 0.4

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  16 － 

２ 社債利息  － 941 

３ 新株発行費  499 － 

４ 株式交付費  － 913 

５ 社債発行費  － 1,159 

６ 事務所退去費用  2,007 － 

７ 株式公開関連費用  － 5,519 

８ その他  － 2,523 0.0 830 9,364 0.2

  経常利益  243,632 4.9  400,866 5.9

Ⅵ 特別利益   

１ 関係会社清算益  7,158 － 

２ 賞与引当金戻入益  － 2,114 

 ３ 貸倒引当金戻入益  － 7,158 0.1 1,289 3,404 0.1

  税引前当期純利益  250,791 5.0  404,270 6.0

  法人税、住民税 

及び事業税 
 117,658 198,325 

  法人税等調整額  △ 8,648 109,010 2.2 △ 15,456 182,868 2.7

  当期純利益  141,781 2.8  221,402 3.3

  前期繰越利益  251,902  －

  当期未処分利益  393,684  －
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営業原価明細書 

 

  
前事業年度 

(自 平成17年3月1日 
至 平成18年2月28日) 

当事業年度 
(自 平成18年3月1日 
至 平成19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 
(％) 

Ⅰ 海上運賃  3,614,850 88.7 4,564,572 84.9

Ⅱ 航空運賃  － － 58,917 1.1

Ⅲ 倉庫作業費  182,264 4.5 281,574 5.2

Ⅳ その他  278,153 6.8 470,691 8.8

営業原価 合計  4,075,268 100.0 5,375,757 100.0

 

(３) 利益処分計算書及び株主資本等変動計算書 

利益処分計算書 

 

  
前事業年度 

（平成18年5月26日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  393,684

Ⅱ 利益処分額  

１ 配当金  10,027

２ 役員賞与金 

  （うち監査役賞与金） 
 

12,800

（ 100）
22,827

Ⅲ 次期繰越利益  370,856
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株主資本等変動計算書 

当事業年度(自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日) 

 

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

事業年度中の変動額    

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

当期純利益 － － － － 221,402 221,402 221,402 221,402

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
－ － － － 198,574 198,574 198,574 198,574

平成19年2月28日残高 

（千円） 
83,772 34,222 34,222 2,886 592,259 595,145 713,140 713,140

 



重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成17年3月1日 
至 平成18年2月28日) 

当事業年度 
(自 平成18年3月1日 
至 平成19年2月28日) 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

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。 

 

子会社株式 

同左 

 

 

２．デリバティブ取引により

生じる正味の債権（及び

債務）の評価基準及び評

価方法 

 時価法を採用しております。 

 

同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

 

 

商品 

 個別法による原価法を採用しており

ます。 

 

４．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

通りであります。 

    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 

   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

通りであります。 

    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 

同左 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

５．繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 

支出時に全額費用処理しており

ます。 

(2) 株式交付費 

 

 

(3) 社債発行費 

 

(1) 新株発行費 

 

 

(2) 株式交付費 

支出時に全額費用処理しており

ます。 

(3) 社債発行費 

支出時に全額費用処理しており

ます。 

 

６．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 
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項目 
前事業年度 

(自 平成17年3月1日 
至 平成18年2月28日) 

当事業年度 
(自 平成18年3月1日 
至 平成19年2月28日) 

 (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 

 

 

 

(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。 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 
 
 

(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、支給見込額に基づ

き計上しております。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

７．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 

８．その他財務諸表作成のた

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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会計処理の変更 

前事業年度 
(自 平成17年3月1日 
至 平成18年2月28日) 

当事業年度 
(自 平成18年3月1日 
至 平成19年2月28日) 

 

 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

  当事業年度より「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、当事業年度より「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

益及び税引前当期純利益はそれぞれ18,500千円減少

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) 

  当事業年度より「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、財務諸表規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財

務諸表規則により作成しております。 

 

 

表示方法の変更 

 

前事業年度 
(自 平成17年3月1日 
至 平成18年2月28日) 

当事業年度 
(自 平成18年3月1日 
至 平成19年2月28日) 

 前期まで投資その他の資産の「その他」に含めて表示

しておりました「保険積立金」は、資産の総額の100分の

１を超えたため区分掲載しております。 

 なお、前期における「保険積立金」の金額は5,022千円

であります。 
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追加情報 
 

前事業年度 
(自 平成17年3月1日 
至 平成18年2月28日) 

当事業年度 
(自 平成18年3月1日 
至 平成19年2月28日) 

 （外形標準課税導入に伴う税効果会計への影響） 

  平成19年3月14日付で行われた新株式発行に伴い、

当社は外形標準課税制度の対象となりました。 

  これに伴い法定実効税率を42.0％から40.6％に変

更しております。 

この変更により、当事業年度末の繰延税金資産は

1,187千円減少し、法人税等調整額が同額増加してお

ります。 

 

 
注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

前事業年度 
(平成18年2月28日) 

当事業年度 
(平成19年2月28日) 

※１．授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 22,440株

発行済株式総数 普通株式 6,685株 

※１． 

 

※２． 
    
 

※２．関係会社項目 
関係会社に対する資産及び負債には、区分掲記

されたもののほか次のものがあります。 

流動資産 

売掛金 4,143 千円

固定資産 

差入保証金 3,000 千円

流動負債 

買掛金 64,097 千円 
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(損益計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成17年3月1日 
至 平成18年2月28日) 

当事業年度 
(自 平成18年3月1日 
至 平成19年2月28日) 

※１．販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する費

用のおおよその割合は58％であり、一般管理費に

属する費用のおおよその割合は42％であります。

   なお、主要な費目及び金額は次のとおりでありま

す。 

役員報酬 79,301千円

給与手当 230,941千円

賞与引当金繰入額 15,700千円

退職給付費用 6,968千円

法定福利費 43,302千円

販売手数料 130,326千円

減価償却費 3,613千円

貸倒引当金繰入額 1,108千円

旅費交通費 43,306千円

支払手数料 37,346千円

  

※１．販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する費

用のおおよその割合は55％であり、一般管理費に

属する費用のおおよその割合は45％であります。

   なお、主要な費目及び金額は次のとおりでありま

す。 

役員報酬 83,106千円

給与手当 316,008千円

賞与引当金繰入額 15,657千円

役員賞与引当金繰入額 18,500千円

退職給付費用 9,172千円

法定福利費 56,999千円

販売手数料 136,492千円

減価償却費 3,241千円

貸倒引当金繰入額 695千円

旅費交通費 54,425千円

支払手数料 59,266千円

  
 
(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度（自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28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) 

  
前事業年度 

(自 平成17年3月1日 
至 平成18年2月28日) 

当事業年度 
(自 平成18年3月1日 
至 平成19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 
 

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 49,686 8,283 41,402 
 

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 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 9,663千円

１年超 32,065千円

合計 41,729千円 
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 

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 7,062千円

減価償却費相当額 6,704千円

支払利息相当額 626千円 
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。 

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。 

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。 

 

 

(有価証券関係) 

前事業年度(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。 

 
当事業年度(平成19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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(税効果会計関係) 

 
前事業年度 

(自 平成17年3月1日 
至 平成18年2月28日) 

当事業年度 
(自 平成18年3月1日 
至 平成19年2月28日) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 

 未払事業税 6,513千円

 貸倒引当金繰入限度超過額 1,383千円

 賞与引当金繰入限度超過額 7,342千円

 退職給付引当金繰入限度超過額 6,826千円

繰延税金資産合計 22,065千円

繰延税金負債合計 － 千円

繰延税金資産の純額 22,065千円

  

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 

 未払事業税 11,700千円

 貸倒引当金繰入限度超過額 773千円

 賞与引当金繰入限度超過額 6,361千円

 役員賞与引当金繰入限度超過額 7,516千円

 退職給付引当金繰入限度超過額 9,815千円

 その他 1,355千円

繰延税金資産合計 37,522千円

繰延税金負債合計 ― 千円

繰延税金資産の純額 37,522千円

 

 

  
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

   当事業年度につきましては、法定実効税率と税効

果会計適用後の法人税等の負担率との差異が、法定

実効税率の100分の5以下であるため記載を省略して

おります。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入 

されない項目 
0.8％

留保金課税 2.0％

その他 1.8％

税効果適用後の法人税等の 

負担率 
45.2％
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(１株当たり情報) 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成17年3月1日 
至 平成18年2月28日) 

当事業年度 
(自 平成18年3月1日 
至 平成19年2月28日) 

１株当たり純資産額 75,058円49銭 35,559円25銭

１株当たり当期純利益 19,842円27銭 11,039円75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。

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。 

 

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18年6月2日付で普通

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、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 

項目 
前事業年度 

(自 平成17年3月1日 
至 平成18年2月28日) 

当事業年度 
(自 平成18年3月1日 
至 平成19年2月28日) 

純資産の部の合計額(千円) － 713,140

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) － －

普通株式に係る期末の純資産額(千円) － 713,140

期末の普通株式の数(株) － 20,055

 
(注)２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

項目 
前事業年度 

(自 平成17年3月1日 
至 平成18年2月28日) 

当事業年度 
(自 平成18年3月1日 
至 平成19年2月28日) 

損益計算書上の当期純利益(千円) 141,781 221,402

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) (  -  )

普通株式に係る当期純利益(千円) 128,981 221,402

普通株式の期中平均株式数(株) 6,500 20,055

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  630個 
新株予約権  597個 

（新株予約権1個につき3株）
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(重要な後発事象) 

 

前事業年度 
(自 平成17年3月1日 
至 平成18年2月28日) 

当事業年度 
(自 平成18年3月1日 
至 平成19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。

  

1. 当社上場について 

  当社株式は、平成19年2月14日に株式会社東京証券

取引所の承認を得て、平成19年3月15日にマザーズ市

場へ上場しております。当社は上場にあたり、平成19

年2月14日及び平成19年2月22日開催の取締役会にお

いて新株式発行を決議いたしました。 

  なお、新株式発行は、平成19年3月14日に払込が完

了し、この結果、平成19年3月14日付で資本金246,060

千円、資本準備金196,510千円、発行済株式総数は、

22,995株となっております。 

(1) 募集の方法  ブックビルディング方式による一

般募集 

(2) 募集する株式の種類及び数  普通株式 2,940株

(3) 発行価格   1株につき120,000円 

(4) 引受価額   1株につき110,400円 

(5) 発行価額   1株につき110,400円 

        (資本組入額 55,200円)  

(6) 発行価額の総額   324,576千円 

(7) 払込金額の総額   324,576千円 

(8) 資本組入額の総額  162,288千円 

(9) 払込期日   平成19年3月14日 

(10)配当起算日  平成19年3月1日 

(11)資金の使途  運転資金(人材確保・育成資金、新

規事業の国際航空貨物輸送事業の

拡充資金等) 
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２．役員の異動 

    該当事項はありません。 
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