
　
【表紙】 　

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成21年10月15日

【四半期会計期間】 第23期第２四半期(自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日)

【会社名】 株式会社エーアイテイー

【英訳名】 ＡＩＴ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　矢　倉　英　一

【本店の所在の場所】 大阪市中央区伏見町四丁目４番１号

【電話番号】 06－6205－2612（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員経理財務部長　山　本　章　功

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区伏見町四丁目４番１号

【電話番号】 06－6205－2612（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員経理財務部長　山　本　章　功

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

　 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

　 　

　 　

　

EDINET提出書類

株式会社エーアイテイー(E04369)

四半期報告書

 1/28



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】

連結経営指標等

　

回次
第23期
第２四半期
連結累計期間

第23期
第２四半期
連結会計期間

第22期

会計期間
自　平成21年３月１日
至　平成21年８月31日

自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日

自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日

営業収益 (千円) 4,598,734 2,270,666 10,006,656

経常利益 (千円) 370,085 188,720 603,054

四半期(当期)純利益 (千円) 208,281 104,722 359,447

純資産額 (千円) － 1,672,444 1,554,248

総資産額 (千円) － 2,464,357 2,297,744

１株当たり純資産額 (円) － 70,545.68 65,571.90

１株当たり四半期(当期)
純利益

(円) 8,829.24 4,439.26 15,017.52

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 8,747.57 4,395.43 14,771.00

自己資本比率 (％) － 67.5 67.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 175,471 － 329,651

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 50,495 － △ 227,243

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 205,660 － △ 157,617

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) － 1,020,390 1,084,800

従業員数 (名) － 292 285

(注)１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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．営業収益には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）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２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成21年８月31日現在

従業員数(名) 292（25）

(注)　従業員数は就業人員数であり、嘱託社員を含みます。なお、臨時従業員数は、（　）内に当第2四半期連結会計期間の

平均人員（1日8時間換算）を外数で記載しております。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成21年８月31日現在

従業員数(名) 132（25）

(注)  従業員数は就業人員数であり、嘱託社員を含みます。なお、臨時従業員数は、（　）内に当第2四半期会計期間の平

均人員（1日8時間換算）を外数で記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社グループは、国際貨物輸送サービス及びその他事業としてサードパーティー・ロジスティクス等のコンサル

ティングサービスの提供をしております。従って、サービスの性格上、生産実績を定義することが困難であるため生産

実績の記載は省略しております。

　

(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２四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。

事業の種類別セグメントの名称

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日)

金額(千円)

国際貨物輸送事業 1,625,357

その他事業 42,361

合計 1,667,718

(注) １．セグメント間の取引はありません。

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

当第２四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。

事業の種類別セグメントの名称

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日)

金額(千円)

国際貨物輸送事業 2,221,549

その他事業 49,117

合計 2,270,666

(注) １．セグメント間の取引はありません。

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については、総販売実績に対する販売

割合が100分の10を超える相手先はありませんので、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。
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２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投

資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は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」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

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】

(1) 経営成績の分析

当第2四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、昨秋以降の世界的な金融・経済危機による実体経済への影響

から、企業の収益環境や雇用環境は依然として厳しく、個人消費は引き続き低迷する中、国内景気は低調なまま推移い

たしました。

また、当社グループが属するフォワーダー業界におきましても、世界的な不況により取扱貨物量が激減したことに

加え、急激な為替相場の変動も影響し、非常に厳しい経営環境となりました。

このような状況下、当社グループの主力とする日中間の海上貨物輸送におきましては、国内消費の低迷と夏場の天

候不順の影響もありアパレルを中心とした既存顧客の取扱貨物量は減少に転じましたが、積極的な営業活動の展開と

通関受注及び航空貨物輸送の営業強化によって、取扱貨物量の減少をカバーすべく新規顧客の獲得と収益性の向上に

努めてまいりました。

以上の結果、当第2四半期連結会計期間における日中間の取扱貨物量は昨年同期と比較し、日本国内全体で大幅に落

込んだものの、当社グループの当第2四半期連結会計期間における取扱貨物量は、在庫調整の一巡した顧客の貨物量に

復調の兆しが見え始めたことと、新規顧客数の増加が寄与したこともあって、当第2四半期連結会計期間での海上輸送

における取扱貨物量は前年同期比1.2％減の落込みに留まりました。

　しかし、急激な円高進行は、海上運賃収入の圧迫要因となり、当第2四半期連結会計期間での営業収益は前年同期比

6.0％減少する結果となりましたが、利益面におきましては、収益性の高い通関部門での受注獲得や航空貨物の取扱い

の強化を図ったことに加え、仕入コストの削減効果によって、売上総利益率は前年同期比5.7ポイント改善し、営業収

益の減収を補完する結果となりました。

よって、当第2四半期連結会計期間における営業収益は2,270,666千円、営業利益173,845千円、経常利益188,720千

円、四半期純利益104,722千円となりました。

　

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

① 日本

新規顧客の獲得と潜在需要の掘起しによる営業収益の回復を進めてまいりましたが、円高の影響により、当第2四半

期連結会計期間での営業収益は、名古屋地区で前年同期比3.7％増であったものの、東京地区では前年同期比2.4％減

少、大阪地区では前年同期比13.1％減少と低調なまま推移いたしました。また、輸送別では、海上輸送における取扱コ

ンテナ本数は、輸出入合計21,611TEU（前年同期比1.2％減）と低調な推移であったものの、航空貨物は554トン（前年

同期比96.6％増）、通関受注は5,214件（前年同期比33.6％増）と堅調に推移いたしました。

以上の結果、当第2四半期連結会計期間での日本における営業収益は2,017,260千円、営業利益は165,092千円となり

ました。　

② 中国・香港

中国国内の内需は回復基調であるものの、日本の国内景気の低迷から日本向け貨物が減少した結果、当第2四半期連

結会計期間での営業収益は246,203千円、営業利益は9,517千円となりました。

③ 東南アジア

中国・香港と同様に日本向け貨物が減少した結果、当第2四半期連結会計期間での営業収益は7,202千円、営業利益

は112千円となりました。

(※　対前年同期比については、参照データであります。）
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(2) 財政状態の分析

当第2四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166,612千円増加し2,464,357千円となり

ました。これは主に、売掛金が178,947千円増加した一方で現金及び預金が24,410千円減少したことによるものであり

ます。

負債総額は、前連結会計年度末に比べ48,417千円増加し791,912千円となりました。これは主に、買掛金が87,264千

円、未払法人税等が39,675千円、賞与引当金が4,381千円増加した一方で1年内償還予定の社債100,000千円の償還によ

るものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ118,195千円増加し1,672,444千円となりました。これは主に、剰余金の処分

106,155千円があった一方で為替換算調整勘定が16,265千円増加したこと及び四半期純利益208,281千円を計上した

ことによるものであります。

　

(3) キャッシュフローの状況

当第2四半期連結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、第１四半期連結会計期間末

に比べ199,395千円減少し、1,020,390千円となりました。

　

当第2四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内訳は次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、獲得した資金は123,688千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が188,720千円

を計上したことのほか、仕入債務の増加45,450千円等の資金の増加要因に対し、法人税等の支払額13,156千円、預り金

の減少13,525千円、売上債権の増加90,214千円等の資金の減少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）

投資活動の結果、支出した資金は310,688千円となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入100,000千

円等の資金の増加要因に対し、余剰資金の安定運用のための定期預金の預入による支出210,000千円及び有価証券の

取得による支出199,787千円等の資金の減少要因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）

財務活動の結果、支出した資金は8,245千円となりました。これは配当金の支払額8,245千円の資金の減少要因によ

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２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

　

(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２四半期連結会計期間において、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２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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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 67,320

計 67,320

　

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21年８月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年10月15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 24,390 24,390
東京証券取引所 単元株制度を採用して

おりません。（マザーズ）

計 24,390 24,390 ― ―

(注) １．当社株式は完全議決権株式であり、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であります。　

２．「提出日現在発行数」欄には、平成21年10月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使に

より発行された株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりでありま

す。

平成18年１月16日臨時株主総会決議

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年８月31日)

新株予約権の数(個) 　　　101　(注)1.4

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　 303　(注)2.4

新株予約権の行使時の払込金額(円) 　29,534　(注)3

新株予約権の行使期間
自　平成20年１月17日
至　平成23年１月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 29,534
資本組入額 14,767

新株予約権の行使の条件

１．新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役また
は従業員のいずれかの地位を保有していること、あるい
は、当社と顧問契約を締結している場合に限る。ただし、定
年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合
は、この限りでない。

２．新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予
約権を行使することができる。

３．その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割
当契約書」に定めるところによる。

４．新株予約権者は、当社の普通株式に係る株券が上場され
た場合に限り、新株予約権を行使することができる。

新株予約権の譲渡に関する事項
　新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するもの
とする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、３株であります。

２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整する。

　

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　

３．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切り上げる。

　

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　

　　また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　

　

調整後払込金額

　

＝

　

調整前払込金額

　

×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

４．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、割当対象者の退職等により割当対象者でなくなっ

た新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。
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(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６月１日～　　
平成21年８月31日

― 24,390 ― 266,660 ― 217,110

　

(5) 【大株主の状況】

平成21年８月31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(％)

矢倉英一 大阪市中央区 11,565 47.42

波床知喜 横浜市港南区 1,515 6.21

井口　敦 神戸市東灘区 1,440 5.90

馬上真一 千葉県船橋市 1,425 5.84

株式会社エーアイテイー 大阪市中央区伏見町四丁目４番１号 800 3.28

ノーザントラストカンパニーエ
イブイエフシーリノーザントラ
ストガンジーノントリーティー
クライアンツ　常任代理人 香港
上海銀行東京支店

東京都中央区日本橋三丁目11番1号 341 1.40

エーアイテイー従業員持株会 大阪市中央区伏見町四丁目４番１号 332 1.36

中西総一郎 大阪府箕面市 300 1.23

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 300 1.23

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川二丁目27番２号 300 1.23

計 ― 18,318 75.10
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成21年８月31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)
（自己保有株式）
普通株式 　　　　 800

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 　　　23,590 23,590 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 24,390 ─ ―

総株主の議決権 ― 23,590 ―

　

② 【自己株式等】

平成21年８月31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
エーアイテイー

大阪市中央区伏見
町四丁目４番１号

800 ― 800 3.28

計 ― 800 ― 800 3.28

　

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
　３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

最高(円) 81,50090,000102,000149,500147,600150,000

最低(円) 65,00076,10084,000105,300123,500124,000

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場における株価を記載しております。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)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、当第２四半期連結会計期間(平成21年６月１

日から平成21年８月31日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成21年３月１日から平成21年８月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,230,390 1,254,800

売掛金 602,502 423,555

有価証券 199,799 99,873

その他 113,210 103,385

貸倒引当金 △3,920 △2,202

流動資産合計 2,141,981 1,879,413

固定資産

有形固定資産 ※1
 23,111

※1
 25,996

無形固定資産 43,353 46,045

投資その他の資産

投資有価証券 99,382 199,103

差入保証金 128,013 122,074

その他 30,561 28,126

貸倒引当金 △2,046 △3,016

投資その他の資産合計 255,910 346,288

固定資産合計 322,375 418,330

資産合計 2,464,357 2,297,744

負債の部

流動負債

買掛金 333,419 246,154

1年内償還予定の社債 － 100,000

未払法人税等 176,084 136,408

賞与引当金 30,306 25,925

役員賞与引当金 9,250 20,000

預り金 114,343 115,290

その他 74,673 54,188

流動負債合計 738,077 697,966

固定負債

退職給付引当金 51,647 44,577

その他 2,187 951

固定負債合計 53,835 45,528

負債合計 791,912 743,495
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 266,660 266,660

資本剰余金 217,110 217,110

利益剰余金 1,273,320 1,171,194

自己株式 △67,756 △67,756

株主資本合計 1,689,335 1,587,208

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △89 －

繰延ヘッジ損益 △971 －

為替換算調整勘定 △24,101 △40,367

評価・換算差額等合計 △25,162 △40,367

少数株主持分 8,271 7,407

純資産合計 1,672,444 1,554,248

負債純資産合計 2,464,357 2,297,744
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
  至 平成21年８月31日)

営業収益

輸送事業収入 4,515,001

その他事業収入 83,732

営業収益合計 4,598,734

営業原価

輸送事業仕入 3,316,225

その他事業仕入 71,731

営業原価合計 3,387,956

売上総利益 1,210,777

販売費及び一般管理費 ※1
 863,247

営業利益 347,529

営業外収益

受取利息 3,408

為替差益 14,758

長期未請求債務償却益 1,720

その他 3,223

営業外収益合計 23,110

営業外費用

支払利息 168

事務所退去費用 232

その他 152

営業外費用合計 553

経常利益 370,085

税金等調整前四半期純利益 370,085

法人税、住民税及び事業税 170,686

法人税等調整額 △9,170

法人税等合計 161,515

少数株主利益 288

四半期純利益 208,281
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【第２四半期連結会計期間】
(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年６月１日
  至 平成21年８月31日)

営業収益

輸送事業収入 2,221,549

その他事業収入 49,117

営業収益合計 2,270,666

営業原価

輸送事業仕入 1,625,357

その他事業仕入 42,361

営業原価合計 1,667,718

売上総利益 602,948

販売費及び一般管理費 ※1
 429,102

営業利益 173,845

営業外収益

受取利息 1,726

為替差益 10,454

長期未請求債務償却益 868

その他 1,879

営業外収益合計 14,929

営業外費用

支払利息 38

事務所退去費用 △23

その他 38

営業外費用合計 53

経常利益 188,720

税金等調整前四半期純利益 188,720

法人税、住民税及び事業税 87,040

法人税等調整額 △3,033

法人税等合計 84,007

少数株主損失（△） △8

四半期純利益 104,722

EDINET提出書類

株式会社エーアイテイー(E04369)

四半期報告書

16/28



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
  至 平成21年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 370,085

減価償却費 10,827

長期前払費用償却額 200

貸倒引当金の増減額（△は減少） 748

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,381

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,750

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,070

受取利息 △3,408

支払利息 168

為替差損益（△は益） 566

預り金の増減額（△は減少） △946

売上債権の増減額（△は増加） △178,947

仕入債務の増減額（△は減少） 87,264

その他 13,826

小計 301,088

利息の受取額 3,235

利息の支払額 △594

法人税等の支払額 △128,257

営業活動によるキャッシュ・フロー 175,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △210,000

定期預金の払戻による収入 170,000

有価証券の取得による支出 △199,787

有価証券の償還による収入 100,000

有形固定資産の取得による支出 △2,427

無形固定資産の取得による支出 △2,500

投資有価証券の償還による収入 100,000

差入保証金の差入による支出 △13,801

差入保証金の回収による収入 8,020

投資活動によるキャッシュ・フロー △50,495

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出 △100,000

配当金の支払額 △105,660

財務活動によるキャッシュ・フロー △205,660

現金及び現金同等物に係る換算差額 16,274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △64,410

現金及び現金同等物の期首残高 1,084,800

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 1,020,390
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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２四半期連結会計期間(自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日)

該当事項はありません。

　

【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等の変更】

　

当第２四半期連結累計期間　
(自　平成21年３月１日　
  至　平成21年８月31日)

会計処理基準に関する

事項の変更

(1) リース取引に関する会計基準の適用

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、従来、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したが、

「リース取引に関する会計基準」（企業会計

基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６

年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委

員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年

４月１日以後開始する連結会計年度に係る四

半期連結財務諸表から適用できることになっ

たことに伴い、第１四半期連結会計期間からこ

れらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。また、所有権

移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産の減価償却の方法については、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

を採用しております。

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・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

た会計処理を引き続き採用しております。

　この変更に伴う損益に与える影響はありませ

ん。

　 (2) 連結財務諸表作成における在外子会社の会計

処理に関する当面の取扱い

「連結財務諸表作成における在外子会社の会

計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報

告第18号 平成18年５月17日）を第1四半期連

結会計期間から適用しております。

　この変更に伴う損益に与える影響はありませ

ん。
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【簡便な会計処理】

　

　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
  至　平成21年８月31日)

固定資産の減価償却費

の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会

計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年３月１日　至　平成21年８月31日)

該当事項はありません。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日)

前連結会計年度末
(平成21年２月28日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、26,006千円であ

ります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、20,562千円であ

ります。
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(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日 
  至　平成21年８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。

　　 給与手当 367,167千円

　　 賞与引当金繰入額 30,306千円

　　 退職給付費用 14,494千円

　　 役員賞与引当金繰入額 9,250千円

　　 貸倒引当金繰入額 1,708千円

　

第２四半期連結会計期間

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年６月１日 
  至　平成21年８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。

　　 給与手当 183,909千円

　　 賞与引当金繰入額 8,070千円

　　 退職給付費用 3,810千円

　　 役員賞与引当金繰入額 4,625千円

　　 貸倒引当金繰入額 627千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日 
  至　平成21年８月31日)

※１　現金及び現金同等物の四半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 1,230,390千円

預入期間が3か月超の定期預金 △210,000千円

現金及び現金同等物 1,020,390千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成21年８月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年３月

１日　至　平成21年８月31日）

　

１．発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 24,390

　

２．自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 800

　

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５月20日
定時株主総会

普通株式 106,155 4,500平成21年２月28日 平成21年５月21日 利益剰余金

　
(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が

当四半期連結会計期間の末日後となるもの

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10月２日
取締役会

普通株式 70,770 3,000平成21年８月31日 平成21年10月29日 利益剰余金

　
５．株主資本の著しい変動に関する事項

　　　該当事項はありません。
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(リース取引関係)

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年８月31日）

リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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て処理を行っておりますが、当第２四半期連結会計期間末におけるリース取引残

高は、前連結会計年度末と比較して著しい変動が認められないため、記載を省略しております。

　

(有価証券関係)

　当第２四半期連結会計期間末（平成21年８月31日）

有価証券で、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該有価証券の四半期連結貸借対照

表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認められないため、記載を省略しておりま

す。

　

(デリバティブ取引関係)

　当第２四半期連結会計期間末（平成21年８月31日）

デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しておりますので、記載を省略しております。

　

(ストック・オプション等関係)

　当第２四半期連結会計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）

該当事項はありません。
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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２四半期連結会計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）及び当第２四半期連結累計

期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年８月31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であります。しかしな

がら、全セグメントの営業収益の合計及び営業利益の金額の合計額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。

　

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日)

　

日本 中国・香港 東南アジア 計 消去 連結

(千円) (千円) (千円) (千円) 又は全社 (千円)

　 　 　 　 (千円) 　
　　営業収益 　 　 　 　 　 　
　　(1) 外部顧客に対する
　　　　営業収益

2,017,260246,203 7,2022,270,666 ― 2,270,666

　　(2) セグメント間の内部
7,170 264,550 5,096 276,817(276,817) ―

      　営業収益又は振替高

計 2,024,431510,75412,2982,547,484(276,817)2,270,666

　　営業利益 165,092 9,517 112 174,722(876) 173,845

(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．上記区分のうち、東南アジアに属する国又は地域の内訳は、タイであります。

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年３月１日　至　平成21年８月31日)

　

日本 中国・香港 東南アジア 計 消去 連結

(千円) (千円) (千円) (千円) 又は全社 (千円)

　 　 　 　 (千円) 　
　営業収益 　 　 　 　 　 　
　(1) 外部顧客に対する
　　　営業収益

4,132,123452,26514,3454,598,734 ― 4,598,734

　(2) セグメント間の内部
16,059510,07610,535536,671(536,671) ―

      営業収益又は振替高

計 4,148,182962,34224,8805,135,405(536,671)4,598,734

　営業利益 323,98317,826 780 342,5894,939 347,529

(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．上記区分のうち、東南アジアに属する国又は地域の内訳は、タイであります。
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【海外営業収益】

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日)

　 中国・香港 東南アジア 計

Ⅰ　海外営業収益(千円) 246,203 7,202 253,405

Ⅱ　連結営業収益(千円) － － 2,270,666

Ⅲ　連結営業収益に占める
　　海外営業収益の割合(％)

10.8 0.3 11.2

(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．上記区分のうち、東南アジアに属する国又は地域の内訳は、タイであります。

３．海外営業収益は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における営業収益であります。

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年３月１日　至　平成21年８月31日)

　 中国・香港 東南アジア 計

Ⅰ　海外営業収益(千円) 452,265 14,345 466,610

Ⅱ　連結営業収益(千円) － － 4,598,734

Ⅲ　連結営業収益に占める
　　海外営業収益の割合(％)

9.8 0.3 10.2

(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．上記区分のうち、東南アジアに属する国又は地域の内訳は、タイであります。

３．海外営業収益は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における営業収益であります。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日)

前連結会計年度末
(平成21年２月28日)

1株当たり純資産額 70,545.68円

　 　
　

1株当たり純資産額 65,571.90円

　 　
　

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第２四半期連結累計期間

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
至　平成21年８月31日)

１株当たり四半期純利益 8,829.24円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 8,747.57円
　

(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日 
  至　平成21年８月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 208,281

普通株式に係る四半期純利益(千円) 208,281

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(株) 23,590

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた四半期純利益調整額の主要な内訳
(千円)

―

四半期純利益調整額(千円) ―

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数(株)

220

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

―
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第２四半期連結会計期間

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日)

１株当たり四半期純利益 4,439.26円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 4,395.43円
　

(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年６月１日 
  至　平成21年８月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 104,722

普通株式に係る四半期純利益(千円) 104,722

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(株) 23,590

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた四半期純利益調整額の主要な内訳
(千円)

―

四半期純利益調整額(千円) ―

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数(株)

235

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

―

　

(重要な後発事象)

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

平成21年10月２日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　 ①　中間配当による配当金の総額　 70,770千円　

　 ②　1株当たりの金額　 3,000円00銭　

　 ③　支払請求の効力発生日及び支払開始日　 平成21年10月29日　

（注）平成21年８月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、支払いを行いま

す。
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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10月15日

株式会社エーアイテイー

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　横　　井　　　　　康　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　三　　宅　　　　　潔　　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

会社エーアイテイーの平成21年３月１日から平成22年２月28日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期

間(平成21年６月１日から平成21年８月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年３月１日から平成

21年８月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び

四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責

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連結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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エーアイテイー及び連結子会社の平

成21年８月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期

間の経営成績並びに第２四半期連結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　四半期連結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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