
 

 

平成 19年 4月 12 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） 

本社所在地  大阪府大阪市中央区伏見町四丁目 4番 1号  

問 合 せ 先  取締役総務部長  山本哲三 

電 話 番 号  （ 06） 620 5 - 2 6 1 2（ 代 表 ） 

 

中期経営計画に関するお知らせ 

 

 当社は、このたび平成 19 年 2 月期の決算を踏まえ、新たに平成 20 年 2 月期（第 21 期）から平成 22 年 2 月期

（第 23 期）までの中期経営計画を下記の通り策定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

 当社は、平成 19 年 3 月 15 日に東京証券取引所マザーズ市場に上場し、公募増資による資金調達により、優秀

な人材の確保・育成ならびに航空貨物輸送分野への本格参入など、新たな成長ステージに向けてのステップを着

実に歩んでおります。当社にとりましては、この中期経営計画の 3 年間は、新たな企業価値の創造に向けての挑

戦する期間であると考えております。そこで、この計画に掲げられた諸施策を実現することにより、株主・取引

先・従業員にとって存在価値のある企業グループとして、そして、持続的成長と企業価値の向上に向けての、よ

り高い成長ステージへの将来シナリオとして、ここに中期経営計画を策定・公表することといたしました。 

 

Ⅰ．経営方針 

  ① 常にお客様の立場を考えたサービスを提供するために、他社に先駆けたより良い国際物流輸送サービス

を研究開発します。 

  ② 拠点網を拡大し、お客様により密着した物流サービスを提供できる、ワールドワイドな総合物流企業を

目指します。 

  ③ 創造力豊かで世界に挑戦する勇気ある人材を育成します。 

④ 人間性を尊重し、風通しの良い魅力ある職場を作ります。 

 

Ⅱ．中期数値目標（連結） 

  ① 連結営業収益 150 億円以上 

  ② 連結経常利益 10 億円の実現 

  ③ 配当性向   25％の実現 

 

                                                            （単位：百万円、％） 

平成19年2月期 

（実績） 

平成20年2月期 

（計画） 

平成21年2月期 

（計画） 

平成22年2月期 

（計画） 
決算期 

項目 
  前年比  前年比  前年比 

営 業 収 益 7,268 9,660 32.9 12,300 27.3 15,800 28.5

営 業 利 益 433 505 16.6 680 34.7 980 44.1

経 常 利 益 444 516 16.2 700 35.7 1,000 42.9

当 期 純 利 益 253 297 17.4 420 41.4 600 42.9

 

 



Ⅲ．基本戦略（具体的施策） 

  １．営業力の強化（既存顧客の潜在需要の掘起しと新規顧客数の純増を目指す） 

   (1) 販売網の整備拡充 

商圏の関東集中化に対応し、更なる新規顧客開発の強化ならびに既存顧客のフォローを行うために、

東京支社を設立し、関東地区における営業力の拡大増強を図ります。 

   (2) 中国における営業活動の強化 

      顧客が集中する地域に積極的に事務所を開設し、顧客サービスの拡充を図ります。 

      平成 20 年度 中国 浙江省杭州、平成 21 年度からも積極的な出店計画の実現を目指します。 

   (3) 東南アジアにおける営業活動の強化 

      平成 20 年度は、CHINA PLUS ONE で脚光を浴びるベトナムに現地法人を設立し、顧客サービス地域の

拡大を図ります。 

      平成 21 年度は、その他 ASEAN 地域と欧州に、平成 22 年度は、その他 ASEAN 地域と米国への進出を

図ります。 

  ２．海外における市場開拓（海外ネットワークの強化により、海外子会社の収益拡大を目指す） 

   (1) 中国現地法人と拠点を活用した中国市場の開拓 

上海子会社を「国際貨運代理」に発展させることで、従来の海上輸送のみならず航空輸送の取扱を

開始します。 

      香港子会社の日本向け以外（香港－欧州、香港－米国）の国際物流の積極的な取込みを図ります。 

   (2) ベトナム子会社の設立 

      平成20年度にベトナムに子会社を設立し、平成19年度に設立しましたAIT LOGISTICS (THAILAND) LTD

と強調し、中国を含むインターアジア（東南アジア市場）でのシナジー効果の最大化を図ります。 

      シンガポール、マレーシア等の東南アジア諸国にも拠点展開を図り、日中間物流に依存する収益構

造からの早期脱却を図ります。 

  ３．国際航空貨物市場への本格参入（航空貨物事業の早期独立採算化を目指す） 

   (1) 輸出航空貨物 

      IATA 公認代理店資格を取得するともに、国土交通省への単独混載貨物取扱許可の取得を図り、輸出

航空貨物における国内物流体制を確立します。 

   (2) 輸入航空貨物 

      GATA-WAY となる国内主要国際空港（成田・中部・関空）に自社事業所を展開し、PORT TO PORT の空

港間輸送から、DOOR TO DOOR の一貫輸送貨物の取扱を拡充します。 

   (3) 海外子会社 

      上海と香港の海外子会社における IATA 公認代理店資格の早期取得を目指します。 

   (4) 海外ネットワーク 

      海外代理店との提携を進め、北南米地域、欧州地域、アジア地域の３極ネットワークの確立を目指

します。 

  ４．情報サービスの充実（顧客満足度の向上を図るとともに、同業他社との差別化を図る） 

      CIS(CARGO INFORMATION SERVICE)の機能充実を図り、顧客への情報提供サービスを充実させます。 

  ５．国内外の物流企業との提携（高度な物流企業との戦略的提携を通じ、新たなビジネスモデルの構築） 

   (1) 物流企業との戦略的提携 

高度な物流サービスを構築・運用している物流企業との戦略的提携を通じ、総合的な物流サービス

を提供できる体制を構築します。 

   (2) 倉庫会社とのコラボレーション 

有力な国内外の倉庫会社とのコラボレーションを通じ、日本基準の質の高い物流サービスを提供し

ます。 

 

   ※なお、本資料に記載されている内容は、種々の前提に基づき記述したものでありますが、この  

    記述は、将来の業績を保証するものではなく、経営環境の変化等により異なる可能性があるこ

とにご留意ください。 

 

以上 
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株式会社エーアイテイー株式会社エーアイテイー

中期経営計画中期経営計画

（（20072007年度～年度～20092009年度）年度）
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基本理念・経営方針基本理念・経営方針

《　基本理念　》
①　企業倫理を重視、徹底いたします。

②　国際物流企業として最高品質のサービスを提供し、お客様のあらゆるニーズに

　　お応えします。

③　企業活動を通じ、積極的に社会に貢献します。

《　経営方針　》

①　常にお客様の立場を考えたサービスを提供するために、他社に先駆けた

　　より良い国際物流輸送サービスを研究開発します。

②　拠点網を拡大し、よりお客様に密着したサービスを提供できる、ワールド

　　ワイドな物流企業を目指します。

③　創造力豊かで世界に挑戦する勇気のある人材を育成します。

④　人間性を尊重し、風通しの良い魅力ある職場を作ります。
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計画の要旨計画の要旨

2009年度　連結売上高 158億円　経常利益 10億円
継続的な成長を実現するための基本戦略

１．　営業力を強化し、既存顧客の需要拡大を図り、新規顧客数の純増を目指します。

2．　海外における市場開拓と海外ネットワークの強化により、海外子会社の収益拡大を
　　　目指します。

3．　国際航空貨物取扱体制を強化し、航空貨物事業の早期独立採算化を目指します。
4．　顧客ニーズに即した情報提供サービスの構築により、顧客満足度の向上を図ると
　　　共に、同業他社との差別化を図ります。

5．　高度な物流企業との戦略的提携を通じ、新たなビジネスモデルを構築します。

現在の日中間海上輸送に依存した収益構造から脱却し、現在の日中間海上輸送に依存した収益構造から脱却し、

海上・航空貨物をワールドワイドに取扱う国際物流業者を目指します。海上・航空貨物をワールドワイドに取扱う国際物流業者を目指します。
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数値計画の概要（連結）数値計画の概要（連結）

2007年度（見込み） 2009年度目標値 成長率

■連結売上高 96.60億円 158.00億円 163％

■連結売上総利益 19.60億円 30.80億円 157％

　　●粗利益率 20.0％ 19.5％

　　●営業利益率 5.2％ 5.7％

194％

194％

202％

■連結営業利益 5.05億円 9.80億円

■連結経常利益 5.16億円 10.00億円

　　●経常利益率 5.3％ 6.3％

■連結当期純利益 2.97億円 6.00億円
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数値計画数値計画

（単位：億円）

事業年度 2007年度（第21期） 2008年度（第22期） 2009年度（第23期）

連結売上高 96.60 123.00 158.00

対前年増減額 23.92 26.40 35.00

対前年比 133.0% 127.3% 128.5%

連結売上総利益 19.60 24.60 30.80

粗利益率 20.29% 20.0% 19.5%

販売管理費 14.55 17.80 21.00

連結営業利益 5.05 6.80 9.80

営業利益率 5.2% 5.5% 6.2%

連結経常利益 5.16 7.00 10.00

経常利益率 5.3% 5.7% 6.3%

連結当期純利益 2.97 4.20 6.00
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アクションプラン①アクションプラン①　　営業力の強化営業力の強化

１．販売網の整備拡充

　　　商権の関東集中化に対応し、更なる新規顧客開発の強化ならびに既存客先のフォロー

　　　を行うために、東京支社を設立し、関東地区の営業を積極的に拡大増強します。　

２．中国における営業活動の強化

　　　顧客が集中する地域に積極的に事業所を開設し、顧客サービスを拡充します。

　　　2007年度は、浙江省杭州に出店、2008年度からも積極的に出店を行います。

３．東南アジアにおける営業活動の強化

　　　2007年度はCHINA PLUS ONEで脚光を浴びるベトナムに自社事務所または現地法人を

　　　開設し、顧客サービス地域を拡大します。2008年度はその他アセアン地域と欧州に、

　　　2009年度はその他アセアン地域と米国への進出を計画します。

既存顧客の潜在需要の掘り起こしと既存顧客の潜在需要の掘り起こしと

新規顧客数の純増を目指します。新規顧客数の純増を目指します。
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アクションプラン②アクションプラン②　海外における市場開拓　海外における市場開拓

１．中国現法と拠点を利用した中国市場の開拓

　　　中国の子会社をAIT INTERNATIONAL LOGISTICS (SHANGHAI) CO., LTD.として

　　　国際貨運代理に格上げし、従来のNVOCC海上輸送業務のみならず、航空貨物の

　　　取り扱いを行います。同時に、中国沿海部の各拠点の自社体制によるサービス拡充を

　　　図り、CS向上を目指します。また、現地における営業活動を強化し、中国発東南アジア

　　　向け貨物の積極的な集荷を行います。香港子会社AIT (HKG) LTD.においても、日本

　　　向け以外の貨物の積極的な集荷を行い、中国子会社２社の売上・収益の拡大を図り、

　　　2009年度の独算化を実現します。

２．ベトナム子会社の設立

　　　2007年度にベトナムに子会社を設立し、2006年度に設立したAIT LOGISTICS

　　　(THAILAND) LTD.と協調し、中国を含むインターアジア（東南アジア市場）における

　　　相互間物流を積極的に取り込んでゆきます。また、シンガポール・マレーシア等の

　　　東南アジア諸国にも拠点展開を行い、日本・中国・東南アジア間の自社ネットワークを

　　　強化することにより、日中間貨物に依存する収益構造からの脱却を図ります。

海外における市場開拓とネットワークの強化により、海外における市場開拓とネットワークの強化により、

海外子会社の収益拡大を目指します。海外子会社の収益拡大を目指します。
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アクションプラン③　アクションプラン③　国際航空貨物市場への本格参入国際航空貨物市場への本格参入

　国際航空貨物取扱の充実・拡大

　　　１．輸出航空貨物

　　　IATA公認代理店資格を取得とともに、国土交通省への単独混載貨物取扱許可取得
　　　を図り、輸出航空貨物の国内物流体制を確立します。

　　　2．輸入航空貨物
　　　GATE-WAYとなる国内主要国際空港（成田・中部・関空）に自社事業所を
　　　展開し、PORT  TO PORTの空港間輸送から、DOOR TO DOORの一貫
　　　輸送貨物の取り扱いを拡充します。

　　　3．海外子会社
　　　中国と香港の海外子会社におけるIATA公認代理店資格の早期取得を目指します。
　　　４．海外ネットワーク

　　　海外代理店との提携を進め、北南米地域・欧州地域・アジア地域の3極ネットワークを
　　　完成させます。

国際航空貨物取扱体制を強化し、国際航空貨物取扱体制を強化し、

航空貨物事業の早期独立採算化を目指します。航空貨物事業の早期独立採算化を目指します。
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アクションプラン④　アクションプラン④　情報サービスの充実情報サービスの充実

CIS(CARGO INFORMATION SERVICE)の機能充実

　　　当社の取り扱い貨物のカーゴトレースシステムであるCISの機能充実を図り、
既存顧客と新規顧客に対する情報提供サービスを充実させます。

　　　より高度で精度の高い物流動静情報ならびに貨物商品情報を顧客に提供できる

　　　カーゴトレースシステムを構築します。

　　　　　　

　　　　　　顧客ニーズに即した情報提供サービスの構築によりニーズに即した情報提供サービスの構築により

　　　顧客満足度の向上を図ると共に同業他社との差別化を図ります。　　　顧客満足度の向上を図ると共に同業他社との差別化を図ります。



株式会社エーアイテイー 10

アクションプラン⑤アクションプラン⑤　国内外の物流企業との提携　国内外の物流企業との提携

　　　海外における物流サービスの充実

　　　

　　　高度な物流サービスを構築・運用している物流企業との戦略的な提携を

　　　通じ、総合的な物流サービス体制を構築します。

　　　

　　　有力な国内外の倉庫会社とのコラボレーションを通じ、日本基準の

　　　質の高い物流サービスを提供します。

　　　

　　　

　　　　　　　　高度な物流企業との戦略的提携を通じ、高度な物流企業との戦略的提携を通じ、

新たなビジネスモデルを構築します。新たなビジネスモデルを構築します。
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本資料について本資料について

　本資料に記載されている将来の見通しなどについては、現時点で入手可能な情報に
基づき当社が独自に予測したものであり、リスクや不確実性の要素を含んでおります。
従いまして、通常予測し得ないような特別事情の発生や通常予測し得ないような結果
の発生などにより、本資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含ん
でおります。

　よって投資家の皆様につきましては、本資料の将来見通しのみに依拠することなく、
投資に関するご決定は皆様自身のご判断で行っていただきますようお願いいたします。

　なお、本資料で使用するデータ及び表現の欠落・誤謬等に関しましてもその責を負
いかねますのでご了承ください。

　また、本資料の将来の見通しに関する記述につきましては、法律上その手続きが必
要となる場合を除き、事前予告なく変更することもありますので、ご了承ください。


