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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１四半期連結
累計(会計)期間

第24期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第23期

会計期間

自　平成21年
　　３月１日
至　平成21年
　　５月31日

自　平成22年
　　３月１日
至　平成22年
　　５月31日

自　平成21年
　　３月１日
至　平成22年
　　２月28日

営業収益 (千円) 2,328,0673,266,18810,113,469

経常利益 (千円) 181,364 271,264 820,263

四半期(当期)純利益 (千円) 103,559 163,994 468,622

純資産額 (千円) 1,572,6781,940,9811,857,249

総資産額 (千円) 2,259,5942,908,4552,854,434

１株当たり純資産額 (円) 66,323.26407.0277,916.40

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 4,389.98 34.57 19,859.60

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 4,354.15 34.36 19,670.20

自己資本比率 (％) 69.2 66.4 64.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 51,782 △43,936 601,112

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 260,193△191,920△99,431

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △197,415△56,950△252,151

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,219,7851,050,3471,340,368

従業員数 (名) 287 333 311

(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。

　　３．当社は、平成22年３月１日付にて普通株式1株につき200株の株式分割を実施しております。
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２ 【事業の内容】

当第１四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１四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22年５月31日現在

従業員数(名) 333（22）

(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1四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22年５月31日現在

従業員数(名) 148（22）

(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1四半期会計期間の平

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１四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１四半期連結会計期間
(自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日)

金額(千円) 前年同四半期比(％)

国際貨物輸送事業 2,409,739 +42.5

その他事業 114,096 +288.5

合計 2,523,836 +46.7

(注) １．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

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１四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１四半期連結会計期間
(自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日)

金額(千円) 前年同四半期比(％)

国際貨物輸送事業 3,148,144 +37.3

その他事業 118,044 +241.0

合計 3,266,188 +40.3

(注) １．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

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。

　

２ 【事業等のリスク】

当第1四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、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重要な変更はありません。　
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３ 【経営上の重要な契約等】

当第1四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1四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、各国の景気刺激策や新興国の需要拡大により、景気は緩やかな

回復基調を示してはいるものの、その自律性は乏しく依然として不安定な雇用情勢や所得の先行き不安などから、個

人消費の回復の足取りは重く、景気の回復は力強さを欠いたまま推移いたしました。

一方、当社グループが属するフォワーダー業界におきましては、リーマンショック以降、欧米諸国が経済不振から抜

け出せない中で、中国では2009年度の実質経済成長率が8.7％となるなど、中国を牽引役としたASEAN諸国の景気回復

スピードが早く、日中間のコンテナ取扱量も2009年度後半から回復基調で推移しております。

このような状況下、当社グループは、「プレミアム・デリバリーサービス」等の新たな物流サービスを提供するな

ど、積極的な営業活動の展開と航空貨物輸送及び為替相場の動向に左右されない通関受注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1四半期連結会計期間における取扱貨物量は、在庫調整の一巡や前年同四半期をボ

トムに景気が緩やかな回復基調で推移していることから、アパレル系顧客を中心に貨物量に回復の兆しが見えてきて

おり、海上輸送における取扱貨物量は輸出入合計で前年同四半期比46.6％増、航空輸送における取扱貨物量は前年同

四半期比112.8％増と大幅に増加しました。

よって、当第1四半期連結会計期間における営業収益は3,266百万円（前年同四半期比40.3％増）、営業利益262百万

円（前年同四半期比51.0％増）、経常利益271百万円（前年同四半期比49.6％増）、四半期純利益163百万円（前年同

四半期比58.4％増）といずれも前年同四半期を上回る結果となりました。

　

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

新規顧客の獲得と既存顧客のシェア拡大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32,876TEU（注）（前年同四半期比46.6％増）、航空貨物輸送では823

トン（前年同四半期比112.8％増）、通関受注では7,602件（前年同四半期比50.7％増）と堅調に推移いたしました。

以上の結果、日本における営業収益は2,935百万円（前年同四半期比38.8％増）、営業利益は223百万円（前年同四

半期比40.5％増）となりました。

② 中国・香港

日本向け貨物の回復と航空輸送での取扱量が好調に推移した結果、営業収益は323百万円（前年同四半期比57.2％

増）、営業利益は23百万円（前年同四半期比181.5％増）となりました。

③ 東南アジア

日本向け貨物は回復しておりますが、その絶対量が小さいため、営業収益は7百万円（前年同四半期比1.9％減）、営

業利益は1百万円（前年同四半期比170.0％増）に留まりました。

　

（注）TEU（Twenty-foot Equivalent Unit、20フィートコンテナ換算）とは、海上コンテナの数量を表す単位で、20

フィートコンテナ1個分を1TEUと計算します。

　

EDINET提出書類

株式会社エーアイテイー(E04369)

四半期報告書

 5/24



(2) 財政状態の分析

当第1四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54百万円増加し2,908百万円となりまし

た。これは主に、売掛金が151百万円増加した一方で有価証券が100百万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29百万円減少し967百万円となりました。これは主に、買掛金が68百万円、短期

借入金が20百万円増加した一方で未払法人税等が131百万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83百万円増加し1,940百万円となりました。これは主に、剰余金の処分83百万円

があった一方で四半期純利益163百万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の分析

当第1四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、前連結会計年度末に比べ

290百万円減少し、1,050百万円となりました。

　

当第１四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とおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、支出した資金は43百万円（前年同四半期は51百万円の獲得）となりました。これは主に、税金等調

整前四半期純利益を272百万円計上したことのほか、仕入債務の増加68百万円等の資金の増加要因に対し、法人税等の

支払額229百万円、売上債権の増加153百万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191百万円（前年同四半期は260百万円の獲得）となりました。これは主に、有価証

券の償還による収入100百万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

290百万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56百万円（前年同四半期は197百万円の支出）となりました。これは主に、短期借

入れによる収入20百万円の資金の増加要因に対し、配当金の支払額76百万円等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１四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１四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１四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 13,464,000

計 13,464,000

(注)  平成22年1月15日開催の取締役会決議により、平成22年3月1日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株

式数は13,396,680株増加し、13,464,000株となっております。　

　

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年５月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年７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 4,905,600 4,905,600
東京証券取引所 単元株数は100株で

あります。（マザーズ）

計 4,905,600 4,905,600 ― ―

(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7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。

３．平成22年3月1日付にて普通株式1株につき200株の株式分割を実施するとともに、1単元の株式数を100株とす

る単元株制度を導入しております。

　

　

EDINET提出書類

株式会社エーアイテイー(E04369)

四半期報告書

 8/24



(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１四半期会計期間末現在
(平成22年５月31日)

新株予約権の数(個)    　　55　(注)4.5

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) 　　33,000　(注)2.4.5

新株予約権の行使時の払込金額(円) 　148　(注)3.5

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 148(注)5
資本組入額 74(注)5

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、600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。

５．平成22年3月1日付にて普通株式1株につき200株の株式分割を実施しており、それぞれ当該分割の調整後の数

字を記載しております。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【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22年３月１日 4,881,0724,905,600 ― 268,698 ― 219,148

(注)  平成22年3月1日付にて普通株式1株につき200株の株式分割を実施しております。これにより発行済株式総数が

4,881,072株増加しております。

　

(6) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、当社代表取締役社長矢倉英一から平成22年４月23日付の大量保有報告書の変更

報告書の写しの送付があり、平成22年４月19日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けております

が、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。

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 2,113,000 43.07

　

(7) 【議決権の状況】

当第１四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ず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成22年２月28日の株主名簿により記載しております。

　

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22年２月28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 　 　 23,728 23,728 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 24,528 ─ ―

総株主の議決権 ― 23,728 ―

(注)  平成22年3月1日付にて普通株式1株につき200株の株式分割を実施しております。これにより当第１四半期会計期

間末日現在の発行数は4,881,072株増加し、4,905,600株となっております。
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② 【自己株式等】

平成22年２月28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 3.26

計 ― 800 ― 800 3.26

(注)  平成22年3月1日付にて普通株式1株につき200株の株式分割を実施しております。これにより当第１四半期会計期

間末日現在の自己名義所有株式数は159,200株増加し、160,000株となっております。

　

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22年
　３月 ４月 ５月

最高(円) 941 970 940

最低(円) 794 862 803

(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。

なお、前第1四半期連結累計期間（平成21年３月１日から平成21年５月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規

則に基づき、当第1四半期連結会計期間（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）及び当第１四半期連結累計期

間（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則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、前第1四半期連結累計期間（平成21年３月１日から平成

21年５月31日まで）に係る四半期連結財務諸表については、あずさ監査法人により四半期レビューを受け、当第1四半期

連結会計期間（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）及び当第１四半期連結累計期間(平成22年３月１日から

平成22年５月31日まで)に係る四半期連結財務諸表については、有限責任 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。

なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日を

もって有限責任 あずさ監査法人となりました。
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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１四半期連結会計期間末
(平成22年５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22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,607,994 1,607,215

売掛金 783,102 631,791

有価証券 199,556 299,597

その他 121,979 111,400

貸倒引当金 △4,960 △3,979

流動資産合計 2,707,672 2,646,025

固定資産

有形固定資産 ※１
 18,804

※１
 21,238

無形固定資産 37,228 40,294

投資その他の資産

差入保証金 111,217 110,758

その他 38,310 38,247

貸倒引当金 △4,777 △2,130

投資その他の資産合計 144,750 146,876

固定資産合計 200,783 208,408

資産合計 2,908,455 2,854,434

負債の部

流動負債

買掛金 453,919 384,959

短期借入金 40,000 20,000

未払法人税等 126,309 258,119

賞与引当金 26,254 31,523

役員賞与引当金 6,000 25,500

預り金 137,547 122,303

その他 109,235 92,246

流動負債合計 899,266 934,652

固定負債

退職給付引当金 65,470 60,890

その他 2,738 1,641

固定負債合計 68,208 62,532

負債合計 967,474 997,184
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５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22年２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 268,698 268,698

資本剰余金 219,148 219,148

利益剰余金 1,543,837 1,462,891

自己株式 △67,766 △67,756

株主資本合計 1,963,917 1,882,981

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △142 △35

為替換算調整勘定 △32,207 △34,145

評価・換算差額等合計 △32,350 △34,181

少数株主持分 9,413 8,449

純資産合計 1,940,981 1,857,249

負債純資産合計 2,908,455 2,854,434
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
　至 平成21年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
　至 平成22年５月31日)

営業収益

輸送事業収入 2,293,452 3,148,144

その他事業収入 34,615 118,044

営業収益合計 2,328,067 3,266,188

営業原価

輸送事業仕入 1,690,867 2,409,739

その他事業仕入 29,370 114,096

営業原価合計 1,720,238 2,523,836

売上総利益 607,829 742,352

販売費及び一般管理費 ※１
 434,145

※１
 480,027

営業利益 173,684 262,324

営業外収益

受取利息 1,681 2,553

為替差益 4,303 5,166

長期未請求債務償却益 851 －

その他 1,343 1,462

営業外収益合計 8,180 9,182

営業外費用

支払利息 129 128

株式交付費 － 30

事務所退去費用 256 76

その他 114 7

営業外費用合計 500 242

経常利益 181,364 271,264

特別利益

賞与引当金戻入額 － 1,644

特別利益合計 － 1,644

税金等調整前四半期純利益 181,364 272,909

法人税、住民税及び事業税 83,645 103,905

法人税等調整額 △6,136 4,407

法人税等合計 77,508 108,312

少数株主利益 296 602

四半期純利益 103,559 163,994
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
　至 平成21年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
　至 平成22年５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 181,364 272,909

減価償却費 7,320 5,013

長期前払費用償却額 100 92

株式交付費 － 30

貸倒引当金の増減額（△は減少） 167 3,628

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,436 △5,269

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,375 △19,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,259 4,579

受取利息 △1,681 △2,553

支払利息 129 128

為替差損益（△は益） 303 △487

預り金の増減額（△は減少） 12,578 16,244

売上債権の増減額（△は増加） △88,732 △153,957

仕入債務の増減額（△は減少） 41,814 68,959

その他 27,656 △6,398

小計 165,468 183,421

利息の受取額 1,971 2,523

利息の支払額 △555 △128

法人税等の支払額 △115,101 △229,751

営業活動によるキャッシュ・フロー 51,782 △43,936

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 － △290,800

定期預金の払戻による収入 170,000 －

有価証券の償還による収入 100,000 100,000

有形固定資産の取得による支出 △1,039 △856

無形固定資産の取得による支出 △2,500 △156

差入保証金の差入による支出 △10,994 △3,903

差入保証金の回収による収入 4,727 3,796

投資活動によるキャッシュ・フロー 260,193 △191,920

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 － 20,000

社債の償還による支出 △100,000 －

自己株式の取得による支出 － △10

配当金の支払額 △97,415 △76,940

財務活動によるキャッシュ・フロー △197,415 △56,950

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,424 2,787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 134,984 △290,020

現金及び現金同等物の期首残高 1,084,800 1,340,368

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 1,219,785

※１
 1,050,347

EDINET提出書類

株式会社エーアイテイー(E04369)

四半期報告書

16/24



【継続企業の前提に関する事項】

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年３月１日　至　平成22年５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１四半期連結会計期間(自　平成22年３月１日　至　平成22年５月31日)

該当事項はありません。

　

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年３月１日　至　平成22年５月31日)

（四半期連結損益計算書関係）

前第1四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「長期未請求債務償却益」は、営業外

収益の総額の100分の20以下となったため、当第1四半期連結累計期間より営業外収益の「その他」に

含めて表示しております。なお、当第1四半期連結累計期間における「その他」に含まれる「長期未請

求債務償却益」は353千円であります。

　

【簡便な会計処理】

　

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年３月１日
至　平成22年５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１四半期連結会計期間(自　平成22年３月１日　至　平成22年５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１四半期連結会計期間末
(平成22年５月31日)

前連結会計年度末
(平成22年２月28日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、31,519千円であ

ります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、30,432千円であ

ります。

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
至　平成22年５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。

※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 183,258千円　　 給与手当 205,166千円

　　 賞与引当金繰入額 22,236千円　　 賞与引当金繰入額 26,057千円

　　 退職給付費用 10,683千円　　 退職給付費用 5,361千円

　　 役員賞与引当金繰入額 4,625千円　　 役員賞与引当金繰入額 6,000千円

　　 貸倒引当金繰入額 1,080千円　　 貸倒引当金繰入額 3,620千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
至　平成22年５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

（平成21年５月31日現在）
 

現金及び預金 1,219,785千円

現金及び現金同等物 1,219,785千円

※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

（平成22年５月31日現在）
 

現金及び預金 1,607,994千円

預入期間が3ヵ月を超える
定期預金

△557,647千円

現金及び現金同等物 1,050,347千円

　

(株主資本等関係)

　１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当第１四半期連結会計期間末

普通株式（株） 4,905,600

　

　２．自己株式に関する事項

株式の種類 当第１四半期連結会計期間末

普通株式（株） 160,011

　

　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22年5月21日
定時株主総会

普通株式 83,048 3,500平成22年2月28日平成22年5月24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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(有価証券関係)

　当第１四半期連結会計期間末（平成22年５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１四半期連結会計期間末（平成22年５月31日）

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、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。

　

(ストック・オプション等関係)

　当第１四半期連結会計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年５月31日）

該当事項はありません。

　

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間(自　平成21年3月１日　至　平成21年5月31日)及び当第1四半期連結累計期間

(自　平成22年3月１日　至　平成22年5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。
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【所在地別セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間(自　平成21年3月１日　至　平成21年5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

2,114,862206,062 7,1422,328,067 － 2,328,067

　(2) セグメント間の内部
　　　営業収益又は振替高

8,888 245,525 5,438 259,853（259,853） －

計 2,123,751451,58712,5812,587,920（259,853）2,328,067

　営業利益 158,890 8,308 668 167,8675,816 173,684

(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1四半期連結累計期間(自　平成22年3月１日　至　平成22年5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

2,935,234323,947 7,0063,266,188 － 3,266,188

　(2) セグメント間の内部
　　　営業収益又は振替高

5,662 298,331 6,996 310,990（310,990） －

計 2,940,896622,27814,0023,577,178（310,990）3,266,188

　営業利益 223,25123,386 1,804 248,44213,882262,324

(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。

　

【海外営業収益】

前第1四半期連結累計期間(自　平成21年3月１日　至　平成21年5月31日)

　 中国・香港 東南アジア 計

Ⅰ　海外営業収益(千円) 206,062 7,142 213,205

Ⅱ　連結営業収益(千円) － － 2,328,067

Ⅲ　連結営業収益に占める
　　海外営業収益の割合(％)

8.9 0.3 9.2

(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1四半期連結累計期間(自　平成22年3月１日　至　平成22年5月31日)

　 中国・香港 東南アジア 計

Ⅰ　海外営業収益(千円) 323,947 7,006 330,954

Ⅱ　連結営業収益(千円) － － 3,266,188

Ⅲ　連結営業収益に占める
　　海外営業収益の割合(％)

9.9 0.2 10.1

(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１四半期連結会計期間末
(平成22年５月31日)

前連結会計年度末
(平成22年２月28日)

1株当たり純資産額 407.02円 1株当たり純資産額 77,916.40円

(注)　平成22年3月1日付にて普通株式1株につき200株の株式分割を実施しております。当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合における前連結会年度末の1株当たり純資産額は389.58円であります。

　

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１四半期連結累計期間

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日)

１株当たり四半期純利益 4,389.98円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 4,354.15円
　

１株当たり四半期純利益 34.57円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 34.36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
前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 103,559 163,994

普通株式に係る四半期純利益(千円) 103,559 163,994

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 4,745,593

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)

194 27,481

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

― ―

(注)　平成22年3月1日付にて普通株式1株につき200株の株式分割を実施しております。当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合における前第1四半期連結累計期間の1株当たり四半期純利益は21.95円、潜在株式調整後1株当

たり四半期純利益は21.77円であります。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

当第１四半期連結会計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年５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１四半期連結会計期間

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。

　

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21年７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１四半期連結累計期

間(平成21年３月１日から平成21年５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５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年７月15日

株式会社エーアイテイー

取締役会　御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

　 公認会計士　　横　　井　　　康　　印

　

指定有限責任社員
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22年３月１日から平成23年２月28日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期

間(平成22年３月１日から平成22年５月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成22年３月１日から平成

22年５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22年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

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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