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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】

連結経営指標等

　

回次
第23期
第３四半期
連結累計期間

第23期
第３四半期
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11月30日

自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30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) 7,438,301 2,839,567 10,006,656

経常利益 (千円) 649,182 279,096 603,054

四半期(当期)純利益 (千円) 372,884 164,602 359,447

純資産額 (千円) － 1,747,155 1,554,248

総資産額 (千円) － 2,616,797 2,297,744

１株当たり純資産額 (円) － 73,674.51 65,571.90

１株当たり四半期(当期)
純利益

(円) 15,806.57 6,977.22 15,017.52

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 15,656.68 6,908.33 14,771.00

自己資本比率 (％) － 66.5 67.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 326,359 － 329,651

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 49,353 － △ 227,243

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 274,729 － △ 157,617

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) － 1,084,791 1,084,800

従業員数 (名) － 300 285

(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３四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３四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11月30日現在

従業員数(名) 300（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3四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11月30日現在

従業員数(名) 136（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3四半期会計期間の平

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。

事業の種類別セグメントの名称

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日)

金額(千円)

国際貨物輸送事業 2,048,730

その他事業 70,310

合計 2,119,040

(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。

事業の種類別セグメントの名称

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日)

金額(千円)

国際貨物輸送事業 2,758,957

その他事業 80,609

合計 2,839,567

(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３四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３四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3四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不況が長期化する中で、政府の追加経済対

策や企業の収益改善努力により、景気の一部に持ち直しが見られるものの、雇用情勢や所得環境は依然好転しておら

ず、経済環境は総じて厳しい状況下で推移いたしました。

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、貨物の荷動きに緩やかな回復基調が伺えるものの、世界

的な不況による消費者の節約志向の高まりが、国内消費や工業生産に落込みをもたらし、取扱貨物量は低調な水準で

推移いたしました。

このような状況下、当社グループは、主力とする海上貨物輸送におきましては、デフレ懸念と国内消費の低迷により

一部の大口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、物流ニーズの潜在需要の掘起こしと新規顧客の獲得に努めてまいりました。

以上の結果、当社グループの当第3四半期連結会計期間における取扱貨物量は、在庫調整の一巡と秋以降のアパレル

系顧客の貨物量に回復の兆しが見えてきたことから、海上輸送における取扱貨物量は前年同期比11.7％増、航空輸送

における取扱貨物量は前年同期比13.7％増と堅調に推移いたしました。

　しかし、価格競争による販売価格の下落と急激な円高進行が、運賃収入の圧迫要因となり、営業収益は前年同期比

1.0％減少する結果となりました。一方、利益面におきましては、収益性の高い通関部門での受注が増加したこと及び

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2.8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3四半期連結会計期間における営業収益は2,839,567千円、営業利益263,011千円、経常利益279,096千

円、四半期純利益164,602千円となりました。

　

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

販売価格の下落と長期化する円高の影響により、営業収益は前年同期を割り込む結果となりましたが、新規顧客の

獲得と潜在需要の掘起しによる貨物の獲得に邁進した結果、輸送形態別での取扱貨物量は、海上輸送における取扱コ

ンテナ本数では、輸出入合計27,888TEU（前年同期比11.7％増）、航空貨物輸送では672トン（前年同期比13.7％増）、

通関受注では6,697件（前年同期比35.1％増）と堅調に推移いたしました。

以上の結果、当第3四半期連結会計期間での日本における営業収益は2,511,092千円、営業利益は232,951千円となり

ました。　

② 中国・香港

秋以降、日本向け貨物は回復の兆しを見せておりますが、中国子会社の財務諸表の邦貨換算レートの悪化の影響か

ら、当第3四半期連結会計期間での営業収益は320,763千円、営業利益は27,532千円となりました。

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3四半期連結会計期間での営業収益は7,710千円、営業損失

は82千円となりました。

(※　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319,053千円増加し2,616,797千円となり

ました。これは主に、現金及び預金が46,595千円、売掛金が253,354千円増加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126,146千円増加し869,642千円となりました。これは主に、買掛金が156,522

千円、未払法人税等が44,755千円、退職給付引当金が11,162千円増加した一方で1年内償還予定の社債が100,000千円

減少したこと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192,906千円増加し1,747,155千円となりました。これは主に、剰余金の処分

176,925千円があった一方で四半期純利益372,884千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3四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2四半期連結会計期間末

に比べ64,401千円増加し、1,084,791千円となりました。

　

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150,888千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が279,096千円

を計上したことのほか、仕入債務の増加69,257千円等の資金の増加要因に対し、法人税等の支払額121,895千円、売上

債権の増加74,407千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、獲得した資金は1,141千円となりました。これは主に、有価証券の償還による収入100,000千円、差

入保証金の回収による収入12,350千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6,605千円及び有価証券の取得による支出100,000千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69,068千円となりました。これは主に、配当金の支払額69,423千円の資金の減少要

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３四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。

　

EDINET提出書類

株式会社エーアイテイー(E04369)

四半期報告書

 6/28



第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四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３四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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年11月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年１月14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 24,402 24,402
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 24,402 24,402 ― ―

(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22年1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３四半期会計期間末現在
(平成21年11月30日)

新株予約権の数(個) 　　　97　(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) 　　 291　(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９月１日～　　
平成21年11月30日
（注）

12 24,402 177 266,837 177 217,287

(注)　新株予約権の行使による増加であります。

　

(5) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載するこ

とができないことから、直前の基準日(平成21年８月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

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 ９月 10月 11月

最高(円) 81,50090,000102,000149,500147,600150,000139,300147,600139,900

最低(円) 65,00076,10084,000105,300123,500124,000125,000130,100128,100

(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３四半期連結会計期間(平成21年９月１日から平成

21年11月30日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成21年３月１日から平成21年11月30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３四半期連結会計期間末
(平成21年11月30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 1,301,396 1,254,800

売掛金 676,910 423,555

有価証券 299,370 99,873

その他 134,479 103,385

貸倒引当金 △4,489 △2,202

流動資産合計 2,407,667 1,879,413

固定資産

有形固定資産 ※1
 20,171

※1
 25,996

無形固定資産 43,085 46,045

投資その他の資産

投資有価証券 － 199,103

差入保証金 115,773 122,074

その他 32,030 28,126

貸倒引当金 △1,931 △3,016

投資その他の資産合計 145,872 346,288

固定資産合計 209,129 418,330

資産合計 2,616,797 2,297,744

負債の部

流動負債

買掛金 402,676 246,154

1年内償還予定の社債 － 100,000

未払法人税等 181,164 136,408

賞与引当金 26,221 25,925

役員賞与引当金 13,875 20,000

預り金 90,773 115,290

その他 97,117 54,188

流動負債合計 811,827 697,966

固定負債

退職給付引当金 55,739 44,577

その他 2,075 951

固定負債合計 57,814 45,528

負債合計 869,642 743,495
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11月30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 266,837 266,660

資本剰余金 217,287 217,110

利益剰余金 1,367,153 1,171,194

自己株式 △67,756 △67,756

株主資本合計 1,783,522 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 △3,366 －

為替換算調整勘定 △41,200 △40,367

評価・換算差額等合計 △44,656 △40,367

少数株主持分 8,289 7,407

純資産合計 1,747,155 1,554,248

負債純資産合計 2,616,797 2,297,744
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
  至 平成21年11月30日)

営業収益

輸送事業収入 7,273,958

その他事業収入 164,342

営業収益合計 7,438,301

営業原価

輸送事業仕入 5,364,955

その他事業仕入 142,041

営業原価合計 5,506,997

売上総利益 1,931,304

販売費及び一般管理費 ※1
 1,320,763

営業利益 610,540

営業外収益

受取利息 4,828

為替差益 27,879

長期未請求債務償却益 2,253

その他 4,355

営業外収益合計 39,316

営業外費用

支払利息 210

事務所退去費用 231

その他 234

営業外費用合計 675

経常利益 649,182

税金等調整前四半期純利益 649,182

法人税、住民税及び事業税 295,324

法人税等調整額 △19,248

法人税等合計 276,076

少数株主利益 221

四半期純利益 372,884
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年９月１日
  至 平成21年11月30日)

営業収益

輸送事業収入 2,758,957

その他事業収入 80,609

営業収益合計 2,839,567

営業原価

輸送事業仕入 2,048,730

その他事業仕入 70,310

営業原価合計 2,119,040

売上総利益 720,526

販売費及び一般管理費 ※1
 457,515

営業利益 263,011

営業外収益

受取利息 1,420

為替差益 13,121

長期未請求債務償却益 532

その他 1,132

営業外収益合計 16,206

営業外費用

支払利息 41

事務所退去費用 △1

その他 81

営業外費用合計 121

経常利益 279,096

税金等調整前四半期純利益 279,096

法人税、住民税及び事業税 124,638

法人税等調整額 △10,078

法人税等合計 114,560

少数株主損失（△） △67

四半期純利益 164,602

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３四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
  至 平成21年11月30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 649,182

減価償却費 16,171

長期前払費用償却額 300

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,201

賞与引当金の増減額（△は減少） 295

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,125

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,162

受取利息 △4,828

支払利息 210

為替差損益（△は益） 2,112

預り金の増減額（△は減少） △24,516

売上債権の増減額（△は増加） △253,354

仕入債務の増減額（△は減少） 156,522

その他 24,438

小計 572,771

利息の受取額 4,377

利息の支払額 △636

法人税等の支払額 △250,153

営業活動によるキャッシュ・フロー 326,359

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 △216,605

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 △299,787

有価証券の償還による収入 200,000

有形固定資産の取得による支出 △2,867

無形固定資産の取得による支出 △5,042

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 △15,422

差入保証金の回収による収入 20,371

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,353

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 10,000

短期借入金の返済による支出 △10,000

社債の償還による支出 △100,000

株式の発行による収入 354

配当金の支払額 △175,084

財務活動によるキャッシュ・フロー △274,729

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9

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
 1,084,791
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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３四半期連結会計期間(自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30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３四半期連結累計期間　
(自　平成21年３月１日　
  至　平成21年11月30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３四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
  至　平成21年11月30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３四半期連結累計期間(自　平成21年３月１日　至　平成21年11月30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３四半期連結会計期間末
(平成21年11月30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、27,892千円であ

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３四半期連結累計期間

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日 
  至　平成21年11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。

　　 給与手当 　560,609千円

　　 賞与引当金繰入額 　26,765千円

　　 退職給付費用 　18,586千円

　　 役員賞与引当金繰入額 　13,875千円

　　 貸倒引当金繰入額 　2,346千円

　

第３四半期連結会計期間

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年９月１日 
  至　平成21年11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。

　　 給与手当 193,442千円

　　 賞与引当金繰入額 △3,541千円

　　 退職給付費用 4,091千円

　　 役員賞与引当金繰入額 4,625千円

　　 貸倒引当金繰入額 638千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日 
  至　平成21年11月30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 1,301,396千円

預入期間が3か月超の定期預金 △216,605千円

現金及び現金同等物 1,084,791千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成21年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年３月

１日　至　平成21年11月30日）

　

１．発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 24,402

　

２．自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
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

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

　
(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

　　　該当事項はありません。

　

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３四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年11月30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３四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３四半期連結会計期間末（平成21年11月30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３四半期連結会計期間末（平成21年11月30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３四半期連結会計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30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３四半期連結会計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日）及び当第３四半期連結累計

期間（自　平成21年３月１日　至　平成21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３四半期連結会計期間(自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30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

2,511,092320,763 7,7102,839,567 ― 2,839,567

　　(2) セグメント間の内部
5,044 308,732 4,779 318,556(318,556) ―

      　営業収益又は振替高

計 2,516,137629,49612,4903,158,123(318,556)2,839,567

　　営業利益又は営業損失（△） 232,95127,532 △82 260,4012,609 263,011

(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３四半期連結累計期間(自　平成21年３月１日　至　平成21年11月30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

6,643,215773,02922,0557,438,301 ― 7,438,301

　(2) セグメント間の内部
21,103818,80915,315855,228(855,228) ―

      営業収益又は振替高

計 6,664,3191,591,83837,3708,293,529(855,228)7,438,301

　営業利益 556,93445,358 697 602,9917,549 610,540

(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３四半期連結会計期間(自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日)

　 中国・香港 東南アジア 計

Ⅰ　海外営業収益(千円) 320,763 7,710 328,474

Ⅱ　連結営業収益(千円) － － 2,839,567

Ⅲ　連結営業収益に占める
　　海外営業収益の割合(％)

11.3 0.3 11.6

(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３四半期連結累計期間(自　平成21年３月１日　至　平成21年11月30日)

　 中国・香港 東南アジア 計

Ⅰ　海外営業収益(千円) 773,029 22,055 795,085

Ⅱ　連結営業収益(千円) － － 7,438,301

Ⅲ　連結営業収益に占める
　　海外営業収益の割合(％)

10.4 0.3 10.7

(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３四半期連結会計期間末
(平成21年11月30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 73,674.51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３四半期連結累計期間

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日)

１株当たり四半期純利益 15,806.57円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 15,656.68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３四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日 
  至　平成21年11月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 372,884

普通株式に係る四半期純利益(千円) 372,884

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)

225

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３四半期連結会計期間

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日)

１株当たり四半期純利益 6,977.22円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 6,908.33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３四半期連結会計期間
(自　平成21年９月１日 
  至　平成21年11月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 164,602

普通株式に係る四半期純利益(千円) 164,602

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) 23,591

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３四半期連結会計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日）

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22年１月14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３四半期連結会計期

間(平成21年９月１日から平成21年11月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年３月１日から平成

21年11月30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11月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期

間の経営成績並びに第３四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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