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 平成20年2月期 第3四半期財務・業績の概況  
 

平成20年1月7日 
上 場 会 社 名 株式会社エーアイテイー 上場取引所  東証マザーズ  
コ ー ド 番 号 9381 URL http://www.ait-jp.com/  
代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)矢倉 英一  
問合せ先責任者 (役職名)取締役広報IR室長 (氏名)山本 章功 TEL  (06) 6205―2612  
     
 (百万円未満切捨て)
１．平成 20年 2月期第３四半期の連結業績（平成 19年 3月 1日～平成 19年 11 月 30 日） 

(1) 連結経営成績 (％表示は対前年同四半期増減率) 
 営業収益 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
20年2月期第3四半期 6,795 29.2 420 16.9 467 26.8 255 27.3 
19年2月期第3四半期 5,259 － 359 － 369 － 200 － 
19年2月期 7,268 － 433 － 444 － 253 － 

 

 １株当たり 
四半期(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 

四半期(当期)純利益 
 円 銭 円 銭 

20年2月期第3四半期 11,192 42 10,493 48 
19年2月期第3四半期 10,018 87 － － 
19年2月期 12,616 46 － － 

 
(2) 連結財政状態  

 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 

20年2月期第3四半期 2,119 1,319 61.0 56,265 97 
19年2月期第3四半期 1,473 730 48.1 35,375 79 
19年2月期 1,604 787 47.6 38,122 10 

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況  

 営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による 
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 
20年2月期第3四半期 125 △277 281 1,044 
19年2月期第3四半期 269 △39 98 819 
19年2月期 397 △74 98 916 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 
(基準日) 第１ 

四半期末 中間期末 第３ 
四半期末 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 
19年2月期 － － － － － － 2,500 00 2,500 00 

20年2月期(実績) － － － － － －    
20年2月期(予想)    3,500 00 3,500 00 

 

３．平成 20年 2月期の連結業績予想（平成 19年 3月 1日～平成 20年 2月 29 日） 

 (％表示は対前期増減率)  
 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 

当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通 期 9,660 32.9 505 16.6 516 16.0 297 17.8 12,958 25 
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４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無 
 
(2) 四半期連結財務諸表の作成基準            ：中間連結財務諸表作成基準 

 
(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無  ：有 

〔(注) 詳細は、15 ページ「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の変更」をご

覧ください。〕 
 

(4) 会計監査人の関与                  ：有 
四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開

示等に関する規則の取扱い」別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基

準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。 
 
５．個別業績の概要（平成 19年 3月 1日～平成 19年 11 月 30 日） 

(1) 個別経営成績 (％表示は対前年同四半期増減率) 
 営業収益 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
20年2月期第3四半期 6,078 22.1 387 14.2 433 22.8 233 25.0 
19年2月期第3四半期 4,977 － 338 － 352 － 186 － 
19年2月期 6,738 － 383 － 400 － 221 － 

 

 １株当たり四半期 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 

四半期(当期)純利益 
 円 銭 円 銭 

20年2月期第3四半期 10,207 09 9,569 68 
19年2月期第3四半期 9,302 54 － － 
19年2月期 11,039 75 － － 

 
(2) 個別財政状態 

 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 

20年2月期第3四半期 1,886 1,220 64.7 53,091 67 

19年2月期第3四半期 1,338 678 50.7 33,822 04 

19年2月期 1,412 713 50.5 35,559 25 

 
６．平成 20年 2月期の個別業績予想（平成 19年 3月 1日～平成 20年 2月 29 日） 
 (％表示は対前期増減率) 

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 
通 期 8,661 28.5 490 27.9 504 26.0 297 34.4 12,938 03 

 
 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。 
なお、上記予想に関する事項は、添付資料 4 ページを参照してください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 
１．連結経営成績に関する定性的情報 

   当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一時、収束するかに見えた米国でのサブプライムローン

（低所得者向け住宅融資）問題の再燃により、米国経済の先行き不透明感を材料に、急激な円高の進行と日本

をはじめとするアジア株の大幅な下落等によって、輸出企業を中心とした景気の後退リスクの懸念が広まるな

か、個人消費におきましても全般的に弱含みで推移いたしました。 
このような状況下、当社グループは、商圏の大きな東京地区での通関業務の取扱い開始や D/O レス化による

顧客の利便性の向上を図るなど、新たな物流サービスを提供することで、新規顧客の獲得と既存顧客の掘起こ

し等、積極的な営業活動を展開してまいりました。 
しかしながら、9 月の残暑、10 月以降の平均気温も平年より高く推移したこともあり、取引先の多くが繊

維・雑貨関連企業である当社にとっては、秋冬物関連材の貨物の取扱開始時期が後倒しの状況となり、全体的

な貨物の取扱量は増加しているものの、特に単体における営業収益の対前年伸び率は、上半期（3 月～8 月）ま

での前年同期比 32.2％の増加に対し、当第３四半期は前年同期比 22.1％の増加と、やや鈍化した事業環境で推

移いたしました。 
損益面では、収益性の高い通関部門での営業収益が 580 百万円と前年同期比 73.6％の増加となり、また、混

載貨物（LCL）の取扱いにおける営業収益も 954 百万円と前年同期比 9.9％増加したことにより、利益率は前

年同期比 0.8 ポイント改善し、21.6％となりました。一方、営業費用では、営業力強化のための人員増強を図

った結果、人件費は前年同期比 45.5％増加し、販売費及び一般管理費を押上げる結果となりました。 
この結果、当社グループの当第３四半期連結会計期間における営業収益は、6,795 百万円（前年同期比

29.2％増）、営業利益 420 百万円（前年同期比 16.9％増）、経常利益 467 百万円（前年同期比 26.8％増）、第

３四半期純利益 255 百万円（前年同期比 27.3％増）となりました。 
 
所在地別セグメントの業績は次の通りであります。 
①日本 
  顧客の物流ニーズに合った新たなサービスの提供と新規顧客の獲得及び商社系、非繊維系顧客の受注拡

大の結果、営業収益 6,078 百万円、営業利益 387 百万円となりました。 
②中国・香港 
  連結子会社上海愛意特物流有限公司の通年寄与と自社サービスの提供により、営業収益 1,361 百万円、

営業利益 34 百万円となりました。 
③東南アジア 
  新規顧客の獲得が出遅れており、営業収益は 35 百万円、営業損失は 0 百万円となりました。 
 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
＜資産、負債及び純資産の状況＞ 

   （流動資産） 
   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 515 百万円増加し、2,119 百万円と

なりました。これは主に、営業収益の堅調な伸びと公募増資による現金及び預金 229 百万円の増加、有価証券

99 百万円の増加、投資有価証券 99 百万円の増加を要因とするものであります。また、負債総額は、前連結会

計年度末に比べ 17 百万円増加し、799 百万円となり、純資産は、公募増資と純利益の計上により前連結会計期

間末に比べ 532 百万円増加し、1,319 百万円となりました。 
    
   ＜キャッシュ・フローの状況＞ 

当第３四半期連結会計期間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 128 百万円増加し、1,044 百万円となりました。 
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。 
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（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 125 百万円（前年同期比 143 百万円減）となりました。これは主に、税金

等調整前第３四半期純利益が 469 百万円となりましたが、営業収益拡大に伴う売上債権の増加 68 百万円及び

法人税等の支払額 253 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 277 百万円（前年同期比 238 百万円増）となりました。これは主に、資金

の安定運用のための定期預金への預入 100 百万円、有価証券 99 百万円及び投資有価証券 100 百万円の購入等

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、獲得した資金は 281 百万円（前年同期比 183 百万円増）となりました。これは、公募増資

による資金調達 322 百万円及び海外連結子会社での運転資金の調達による短期借入金 9 百万円の資金の増加要

因に対し、配当金の支払 50 百万円の資金の減少要因によるものであります。 
 

３．業績予想に関する定性的情報 
単体における営業収益の対前年伸び率は、上半期（3 月～8 月）までの前年同期比 32.2％の増加に対し、

当第３四半期は前年同期比 22.1％の増加と、やや鈍化した事業環境で推移いたしました。業績予想につきま

しては、利益面では、前年通期実績を上回る結果となっておりますが、今後の秋冬物の後倒しの傾向や、年

末商戦向け貨物の動向等、現時点におきましては、業績に与える影響が不透明なため、業績予想値の修正は

行っておりません。 
 なお、今後、業績予想に関して修正の必要が生じた場合には、速やかに開示を行ってまいります。 
 

４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 
 

  前第3四半期連結会計期間末 当第3四半期連結会計期間末 
前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

  (平成18年11月30日) (平成19年11月30日) (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 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

 １ 現金及び預金   844,311   1,183,460   953,889  

 ２ 売掛金   427,776   487,386   418,550  

 ３ 有価証券   ―   99,697   ―  

 ４ たな卸資産   4,897   596   5,132  

 ５ その他   81,387   100,490   89,177  

   貸倒引当金   △2,329   △2,524   △3,721  

   流動資産合計   1,356,043 92.0  1,869,107 88.2  1,463,028 91.2 

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産 ※1  13,213   26,911   22,037  

 ２ 無形固定資産   5,283   7,283   5,542  

 ３ 投資その他の資産           

  (1) 投資有価証券  ―   99,950   ―   

  (2) 差入保証金  73,061   95,342   85,525   

  (3) その他  25,564 98,625  20,640 215,933  27,989 113,514  

   固定資産合計   117,122 8.0  250,127 11.8  141,094 8.8 

   資産合計   1,473,165 100.0  2,119,235 100.0  1,604,123 100.0 
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  前第3四半期連結会計期間末 当第3四半期連結会計期間末 

前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

  (平成18年11月30日) (平成19年11月30日) (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 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

 １ 買掛金   382,573   339,951   355,904  

 ２ 短期借入金   ―   9,582   ―  

 ３ 未払法人税等   126,783   121,003   151,008  

 ４ 賞与引当金   18,548   19,789   17,055  

 ５ 役員賞与引当金   9,600   13,875   18,500  

 ６ 預り金   ―   93,136   98,426  

 ７ その他   82,707   69,172   49,682  

   流動負債合計   620,213 42.1  666,510 31.4  690,577 43.0 

Ⅱ 固定負債           

 １ 社債   100,000   100,000   100,000  

 ２ 退職給付引当金   22,431   31,376   24,157  

 ３ その他   ―   1,576   2,175  

   固定負債合計   122,431 8.3  132,952 6.3  126,333 7.9 

   負債合計   742,645 50.4  799,463 37.7  816,910 50.9 

           

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

 １ 資本金   83,772 5.7  246,060 11.6  83,772 5.2 

 ２ 資本剰余金   34,222 2.3  196,510 9.3  34,222 2.2 

 ３ 利益剰余金   586,734 39.8  844,505 39.8  638,829 39.8 

   株主資本合計   704,729 47.8  1,287,076 60.7  756,824 47.2 

Ⅱ 評価・換算差額等           

 １ その他有価証券評価 

   差額金 
  ― ―  △29 △0.0  ― ― 

 ２ 為替換算調整勘定   4,731 0.3  6,788 0.3  7,513 0.5 

   評価・換算差額等合計   4,731 0.3  6,758 0.3  7,513 0.5 

Ⅲ 少数株主持分   21,058 1.5  25,936 1.3  22,875 1.4 

   純資産合計   730,519 49.6  1,319,771 62.3  787,213 49.1 

   負債純資産合計   1,473,165 100.0  2,119,235 100.0  1,604,123 100.0 
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(2) 四半期連結損益計算書 
 

  前第3四半期連結会計期間 当第3四半期連結会計期間 
前連結会計年度 

要約連結損益計算書 

  
(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年11月30日) 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

(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 

(％) 
金額(千円) 

百分比 

(％) 

Ⅰ 営業収益           

 １ 輸送事業収入  5,259,143   6,793,652   7,267,553   

 ２ その他事業収入  380 5,259,523 100.0 1,496 6,795,149 100.0 835 7,268,388 100.0 

Ⅱ 売上原価           

 １ 輸送事業仕入   4,164,411 79.2  5,325,185 78.4  5,763,248 79.3 

   売上総利益   1,095,111 20.8  1,469,963 21.6  1,505,140 20.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  735,723 14.0  1,049,698 15.4  1,072,027 14.7 

   営業利益   359,388 6.8  420,265 6.2  433,113 6.0 

Ⅳ 営業外収益           

 １ 受取利息  480   2,964   1,134   

 ２ 為替差益  10,151   18,387   11,422   

 ３ デリバティブ評価益  3,417   ―   3,378   

 ４ 保険解約返戻金  2,588   37,162   2,588   

 ５ 長期未請求債務償却益  2,280   1,380   3,386   

 ６ その他  2,175 21,093 0.4 6,524 66,420 1.0 2,917 24,828 0.3 

Ⅴ 営業外費用           

 １ 支払利息  687   1,359   941   

 ２ 株式交付費  573   2,371   913   

 ３ 社債発行費  1,159   ―   1,159   

 ４ デリバティブ評価損  ―   4,593   ―   

 ５ 開業費償却  3,061   ―   3,552   

 ６ 株式公開関連費用  4,810   8,428   5,519   

 ７ その他  1,058 11,351 0.2 1,962 18,716 0.3 1,088 13,174 0.2 

   経常利益   369,130 7.0  467,968 6.9  444,767 6.1 

Ⅵ 特別利益           

 １ 賞与引当金戻入益  2,040   ―   2,114   

 ２ 貸倒引当金戻入益  1,647 3,688 0.1 1,200 1,200 0.0 1,289 3,404 0.1 

税金等調整前第３四半

期(当期)純利益 
  372,818 7.1  469,169 6.9  448,171 6.2 

   法人税、住民税 

   及び事業税 
 184,760   218,496   209,254   

   法人税等調整額  △13,312 171,448 3.3 △7,406 211,090 3.1 △15,456 193,798 2.7 

   少数株主利益   441 0.0  2,265 0.0  1,350 0.0 

第３四半期(当期) 

純利益 
  200,928 3.8  255,814 3.8  253,023 3.5 

            



 ㈱エーアイテイー（9381） 平成 20 年 2 月期 第３四半期財務・業績の概況 

―8― 

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書 
前第３四半期連結会計期間(自 平成 18年 3月 1日 至 平成 18年 11 月 30 日) 
 

株主資本 評価・換算差額等 

項目 
資本金 

資本 

剰余金 

利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

為替換算 

調整勘定 

評価・換 

算差額等 

合計 

少数株主 

持分 

純資産 

合計 

平成 18年 2月 28 日残高（千円） 83,772 34,222 408,633 526,628 3,120 3,120 10,722 540,470 

第 3 四半期連結会計期間中の変動額         

剰余金の配当 － － △10,027 △10,027 － － － △10,027 

利益処分による役員賞与 － － △12,800 △12,800 － － － △12,800 

第 3 四半期純利益 － － 200,928 200,928 － － － 200,928 

株主資本以外の項目の第 3四半期

連結会計期間中の変動額（純額） － － － － 1,611 1,611 10,336 11,948 

第 3 四半期連結会計期間中の変動額

合計（千円） － － 178,100 178,100 1,611 1,611 10,336 190,049 

平成 18 年 11 月 30 日残高（千円） 83,772 34,222 586,734 704,729 4,731 4,731 21,058 730,519 

  
 
当第３四半期連結会計期間(自 平成 19年 3月 1日 至 平成 19年 11 月 30 日) 

 
株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 資本 

剰余金 
利益 

剰余金 
株主資本 

合計 
その他有価
証券評価差

額金 
為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産 
合計 

平成19年2月28日残高(千円) 83,772 34,222 638,829 756,824 － 7,513 7,513 22,875 787,213 

第3四半期連結会計期間中の変動額          

 新株の発行 162,288 162,288 － 324,576 － － － － 324,576 

 剰余金の配当 － － △50,137 △50,137 － － － － △50,137 

 第3四半期純利益 － － 255,814 255,814 － － － － 255,814 

株主資本以外の項目の第3四半期
連結会計期間中の変動額（純額） 

－ － － － △29 △725 △754 3,060 2,305 

第3四半期連結会計期間中の変動額 
合計 (千円) 

162,288 162,288 205,676 530,252 △29 △725 △754 3,060 532,558 

平成19年11月30日残高(千円) 246,060 196,510 844,505 1,287,076 △29 6,788 6,758 25,936 1,319,771 
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前連結会計期間(自 平成 18年 3月 1日 至 平成 19年 2月 28 日) 

 
株主資本 評価・換算差額等 

項目 
資本金 

資本 
剰余金 

利益 
剰余金 

株主資本 
合計 

為替換算 
調整勘定 

評価・換 
算差額等 

合計 

少数株主 
持分 

純資産 
合計 

平成 18年 2月 28 日残高（千円） 83,772 34,222 408,633 526,628 3,120 3,120 10,722 540,470 

連結会計年度中の変動額         

剰余金の配当 － － △10,027 △10,027 － － － △10,027 

利益処分による役員賞与 － － △12,800 △12,800 － － － △12,800 

当期純利益 － － 253,023 253,023 － － － 253,023 

株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額（純額） － － － － 4,393 4,393 12,153 16,547 

連結会計年度中の変動額 
合計（千円） － － 230,195 230,195 4,393 4,393 12,153 246,742 

平成 19 年 2月 28 日残高（千円） 83,772 34,222 638,829 756,824 7,513 7,513 22,875 787,213 
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(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  前第3四半期連結会計期間 当第3四半期連結会計期間 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

  
(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年11月30日) 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

(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) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

 １ 税金等調整前四半期(当期)純利益  372,818 469,169 448,171 

 ２ 減価償却費  4,692 9,721 6,803 

 ３ 長期前払費用償却  155 302 211 

 ４ のれん償却  ― ― △182 

 ５ 株式交付費  573 2,371 913 

 ６ 社債発行費  1,159 ― 1,159 

 ７ たな卸資産の増減額（増加△）  ― 4,536 △5,132 

 ８ 貸倒引当金の増減額（減少△）  △3,832 △1,197 △2,440 

 ９ 賞与引当金の増減額（減少△）  18,928 2,734 970 

 10 役員賞与引当金の増減額 

   （減少△） 
 9,600 △4,625 18,500 

 11 退職給付引当金の増減額 

（減少△） 
 6,177 7,218 7,902 

 12 受取利息  △480 △2,964 △1,134 

 13 支払利息  687 1,359 941 

 14 為替差損益  ― 421 △743 

 15 デリバティブ評価損益  △3,417 4,593 △3,378 

 16 預り金の増減額（減少△）  ― △5,290 78,934 

 17 売上債権の増減額（増加△）  △207,191 △68,835 △197,965 

 18 仕入債務の増減額（減少△）  216,031 △15,952 189,362 

 19 役員賞与の支払額  △12,800 ― △12,800 

 20 その他  △49 △25,131 392 

    小計  403,053 378,430 530,484 

 21 利息の受取額  480 2,152 1,134 

 22 利息の支払額  △515 △1,613 △515 

 23 法人税等の支払額  △133,727 △253,221 △133,996 

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー 
 269,290 125,747 397,107 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

 １ 定期預金の預入による支出  △3 △100,022 △13,009 

 ２ 有価証券の取得による支出  ― △99,697 ― 

 ３ 有形固定資産の取得による支出  △4,711 △13,263 △12,325 

 ４ 無形固定資産の取得による支出  △1,885 △3,465 △2,654 

 ５ 投資有価証券の取得による支出  ― △100,000 ― 

 ６ 貸付金の回収よる収入  180 180 240 

 ７ 差入保証金の差入による支出  △28,623 △17,173 △41,493 

 ８ 差入保証金の返還による収入  724 7,015 1,130 

 ９ その他投資の取得による支出  △5,806 △4,751 △7,557 

 10 その他投資の解消による収入  796 53,682 807 

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー 
 △39,329 △277,497 △74,862 
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  前第3四半期連結会計期間 当第3四半期連結会計期間 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

  
(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年11月30日) 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

(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) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

 １ 短期借入れによる収入  ― 9,582 ― 

 ２ 社債の発行による収入  98,840 ― 98,840 

 ３ 株式の発行による収入  ― 322,204 ― 

 ４ 少数株主からの払込による収入  9,455 ― 9,455 

 ５ 親会社による配当金の支払額  △10,027 △50,137 △10,027 

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー 
 98,268 281,648 98,268 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  2,380 △1,300 6,667 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  330,609 128,597 427,181 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  489,158 916,339 489,158 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

四半期末(期末)残高 
 819,767 1,044,937 916,339 
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(5) 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 
 

項目 

前第3四半期連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

  至 平成18年11月30日) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成19年２月28日) 

１．連結の範囲に関する事

項 

(1) 連結子会社の数 ４社 

  連結子会社の名称 

   愛徳(香港)有限公司 

   上海愛意特商務諮詢有限

公司 

   上海愛意特物流有限公司 

   AIT LOGISTICS  

   (THAILAND) LIMITED 

 当中間連結会計期間より、

新設会社AIT LOGISTICS 

(THAILAND) LIMITEDを連結の

範囲に含めております。 

 

(1) 連結子会社の数 ４社 

   連結子会社の名称 

   愛徳(香港)有限公司 

   上海愛意特国際物流有限

公司 

   上海愛意特物流有限公司 

   AIT LOGISTICS  

   (THAILAND) LIMITED 

  なお、上海愛意特国際物流

有限公司は、平成19年6月15

日付にて、上海愛意特商務諮

詢有限公司から社名変更して

おります。 

 

(1) 連結子会社の数 ４社 

   連結子会社の名称 

   愛徳(香港)有限公司 

   上海愛意特商務諮詢有限

公司 

   上海愛意特物流有限公司 

   AIT LOGISTICS  

   (THAILAND) LIMITED 

 当連結会計年度より、新設

会社AIT LOGISTICS 

(THAILAMD) LIMITEDを連結の

範囲に含めております。 

 (2) 非連結子会社の名称等 

  該当事項はありません。 

 

(2) 非連結子会社の名称等 

同左 

(2) 非連結子会社の名称等 

同左 

２．持分法の適用に関する

事項 

 非連結子会社及び関連会社が

ないため、持分法の適用はあり

ません。 

 

同左 同左 

３．連結子会社の四半期決

算日(事業年度)等に関

する事項 

 全ての連結子会社の四半期決

算日は９月30日であります。 

 四半期連結財務諸表の作成に

当たっては、第３四半期決算日

現在の財務諸表を使用しており

ます。ただし、第３四半期連結

決算日までの期間に発生した重

要な取引については、連結上必

要な調整を行っております。 

 

同左  全ての連結子会社の決算日は

12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たっ

ては、決算日現在の財務諸表を

使用しております。ただし、連

結決算日までの期間に発生した

重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。 

４．会計処理基準に関する

事項 

   

 (1) 重要な資産の評価基

準及び評価方法 

１．有価証券 

   

 

１．有価証券 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

 第３四半期連結決算日の市

場価格等に基づく時価法（評

価差額は、全部純資産直入法

により処理し、売却原価は、

移動平均法により算定）を採

用しております。  

１．有価証券 

    時価のないもの 

  移動平均法による原価法を

採用しております。 

  なお、取得原価と債券金額

との差額の性格が、金利の調

整と認められるものについて

は、償却原価法を採用してお

ります。  

 

 ２．デリバティブ 

  時価法を採用しておりま

す。 

 

２．デリバティブ 

同左 

２．デリバティブ 

同左 
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項目 

前第3四半期連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

  至 平成18年11月30日) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成19年２月28日) 

 ３．たな卸資産 

商品 

個別法による原価法を採用

しております。 

３．たな卸資産 

商品 

同左 

 

３．たな卸資産 

商品 

       同左 

 (2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

１．有形固定資産 

  当社については定率法を採

用しております。 

  また、在外子会社について

は、主として見積耐用年数に

基づいた定額法を採用してお

ります。 

  なお、主な耐用年数は３年

～10年であります。 

１．有形固定資産 

 a.平成19年3月31日以前に取

得したもの 

  旧定率法によっておりま

す。 

 b.平成19年4月1日以降に取得

したもの 

定率法によっております。 

  また、在外子会社について

は、主として見積耐用年数に

基づいた定額法を採用してお

ります。 

  なお、主な耐用年数は１年

～15年であります。 

 

１．有形固定資産 

  当社については定率法を採

用しております。 

  また、在外子会社について

は、主として見積耐用年数に

基づいた定額法を採用してお

ります。 

  なお、主な耐用年数は２年

～10年であります。 

 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(１年～５

年)に基づく定額法を採用し

ております。 

 

２．無形固定資産 

同左 

２．無形固定資産 

同左 

 (3) 重要な引当金の計上

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検討

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 

１．貸倒引当金 

同左 

 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

見込額のうち当第３四半期連

結会計期間負担額を計上して

おります。 

 

２．賞与引当金 

同左 

 

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

見込額のうち当連結会計年度

負担額を計上しております。 

 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

込額のうち当第３四半期連結

会計期間負担額を計上してお

ります。 

 

３．役員賞与引当金 

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

込額のうち当連結会計年度負

担額を計上しております。 
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項目 

前第3四半期連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

  至 平成18年11月30日) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成19年２月28日) 

 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、当連結会計年度

末における退職給付債務の見

込額に基づき、当第３四半期

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。 

 

４．退職給付引当金 

同左 

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、当連結会計年度

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。 

 (4) 重要なリース取引の

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。 

 当社は、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、在外子会社

については、主として通常の売

買取引に準じた会計処理によっ

ております。 

 

同左 

 (5) その他四半期連結財

務諸表(連結財務諸

表)作成のための重

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の方法 

同左 

消費税等の会計処理の方法 

同左 

５．四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書(連

結キャッシュ・フロー

計算書)における資金

の範囲 

 四半期連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金(現金及

び現金同等物)は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

 

同左  連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現金

同等物)は、手許現金、随時引

き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資か

らなっております。 
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(6) 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の変更 
 

前第3四半期連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年11月30日) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

前連結会計年度 

(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） 

当第３四半期連結会計期間より「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。 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度より「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、当第３四半期連結会計

期間より「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、経常利益及び税金等調整前第３四半期

純利益はそれぞれ9,600千円減少しており

ます。 

 （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、当連結会計年度より

「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、経常利益及び税金等調整前当期純利益

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） 

 当第３四半期連結会計期間より「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は

709,461千円であります。 

なお、中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当第３四半期連結会計期間における四

半期連結貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間連結財務諸表規則により

作成しております。 

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

 当連結会計年度より「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は

764,338千円であります。 

なお、連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結貸借対照表の

純資産の部については、改正後の連結財務

諸表規則により作成しております。 
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前第3四半期連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年11月30日) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日) 

 （固定資産の減価償却方法の変更） 

 平成19年度の法人税法の改正（（所得税

法等の一部を改正する法律 平成19年3月

30日 法律第6号）及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令 平成19年3月30日 

政令第83号））に伴い、平成19年4月1日以

降に取得したものについては、改正後の法

人税法に基づく方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は、軽微で

あります。 

 

 

 
(表示方法の変更) 

 
前第3四半期連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年11月30日) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

 （四半期連結貸借対照表） 

「預り金」は、前第３四半期連結会計期間末は、流動負債の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当第３四半期連結会

計期間末において負債純資産の合計額の100分の５を超えたため、

区分掲記しております。 

なお、前第３四半期連結会計期間末の流動負債の「その他」に

含まれている「預り金」は42,848千円であります。 

  

 （四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

   営業活動によるキャッシュ・フローの「預り金の増減額」は、

前第３四半期連結会計期間は、「その他」に含めて表示しており

ましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しております。 

  なお、前第３四半期連結会計期間の「その他」に含まれている

「預り金の増減額」は21,377千円であります。 

 

 
(追加情報) 

 
前第3四半期連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年11月30日) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

前連結会計年度 

(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、当連結会計年度の繰延

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。 
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(7) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 
 
(四半期連結貸借対照表関係) 

 
前第3四半期連結会計期間末 

(平成18年11月30日) 

当第3四半期連結会計期間末 

(平成19年11月30日) 

前連結会計年度末 

(平成19年2月28日) 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

12,703千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

20,995千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

13,595千円 

   

 
(四半期連結損益計算書関係) 

 
前第3四半期連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年11月30日) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

前連結会計年度 

(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主要な

費目及び金額は次のとおりでありま

す。 

役員報酬 62,301千円

給与手当 289,965千円

賞与引当金繰入額 19,102千円

役員賞与引当金繰

入額 
9,600千円

退職給付費用 7,447千円

 
 

※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。 

役員報酬 73,126千円

給与手当 421,777千円

賞与引当金繰入額 19,923千円

役員賞与引当金繰

入額 
13,875千円

退職給付費用 9,114千円

 
 

※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。 

役員報酬 86,334千円

給与手当 402,500千円

賞与引当金繰入額 16,994千円

役員賞与引当金繰

入額 
18,500千円

退職給付費用 9,172千円

貸倒引当金繰入額 1,019千円
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(四半期連結株主資本等変動計算書関係) 
 

前第３四半期連結会計期間(自 平成 18年３月１日 至 平成 18年 11 月 30 日) 
 
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前連結会計年度末 

 株式数 

当第3四半期連結会計期間 

増加株式数 

当第3四半期連結会計期間 

減少株式数 

当第3四半期連結会計期間末 

株式数 

普通株式(株) 6,685 13,370 ― 20,055 

合計 6,685 13,370 ― 20,055 

(注) 普通株式の発行済株式数の増加は、平成 18年６月２日付で実施した１株につき３株の株式分割によるものであります。 

 
２．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 種類 
配当金の総額 

    (千円) 

１株当たりの配当額 

    (円) 
基準日 効力発生日 

平成18年５月26日 

    定時株主総会 
普通株式 10,027 1,500 平成18年２月28日 平成18年５月26日 

 
 

当第３四半期連結会計期間(自 平成 19年３月１日 至 平成 19年 11 月 30 日) 
 
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前連結会計年度末 

株式数 

当第3四半期連結会計期間 

増加株式数 

当第3四半期連結会計期間 

減少株式数 

当第3四半期連結会計期間末 

株式数 

普通株式(株) 20,055 2,940 ― 22,995 

合計 20,055 2,940 ― 22,995 

(注) 普通株式の発行済株式数の増加は、平成 19年 3月 14 日付で実施しました公募増資によるものであります。 

 
２．自己株式に関する事項 
  該当事項はありません。 
 
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 種類 
配当金の総額 

(千円) 

１株当たりの配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成19年５月22日 

定時株主総会 
普通株式 50,137 2,500 平成19年２月28日 平成19年５月23日 
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前連結会計年度(自 平成 18年３月１日 至 平成 19年２月 28日) 
 
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前連結会計年度末 

株式数 

当連結会計年度 

増加株式数 

当連結会計年度 

減少株式数 

当連結会計年度末 

株式数 

普通株式(株) 6,685 13,370 ― 20,055 

合計 6,685 13,370 ― 20,055 

(注) 普通株式の発行済株式数の増加は、平成 18年６月２日付で実施した１株につき３株の株式分割によるものであります。 

 
２．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
 

３．配当に関する事項 
(1) 配当金支払額 

決議 種類 
配当金の総額 

(千円) 

１株当たりの配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成18年５月26日 

定時株主総会 
普通株式 10,027 1,500 平成18年２月28日 平成18年５月26日 

 
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決議予定 種類 
配当金の総額 

(千円) 
配当金の原資 

１株当たりの 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

平成19年５月22日 

定時株主総会 
普通株式 50,137 利益剰余金 2,500 平成19年２月28日 平成19年５月23日 

 
 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前第3四半期連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

  至 平成18年11月30日) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成19年２月28日) 

 現金及び現金同等物の第3四半期末残高

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 844,311千円

預入期間３か月超の 

定期預金 
△24,544千円

現金及び現金同等物 819,767千円
  

 現金及び現金同等物の第3四半期末残高

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 1,183,460千円

預入期間３か月超の 

定期預金 
△138,523千円

現金及び現金同等物 1,044,937千円
  

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

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 953,889千円

預入期間３か月超の 

定期預金 
△37,550千円

現金及び現金同等物 916,339千円
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(リース取引関係) 
 

前第3四半期連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年11月30日) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

前連結会計年度 

(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第３四半期末残高

相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

第3四半期
末残高 
相当額 
(千円) 

ソフト 
ウェア 

53,130 6,041 47,089 

 

 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第３四半期末残高

相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

第3四半期
末残高 
相当額 
(千円) 

ソフト 
ウェア 

49,686 15,736 33,949 

 

 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．未経過リース料第３四半期末残高相当

額 

１年以内 10,271千円

１年超 37,056千円

合計 47,327千円
 

２．未経過リース料第３四半期末残高相当

額 

１年以内 9,824千円

１年超 24,677千円

合計 34,501千円
 

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 2,775千円

減価償却費相当額 2,624千円

支払利息相当額 274千円
 

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 7,878千円

減価償却費相当額 7,453千円

支払利息相当額 650千円
 

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。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

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。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

 (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。 

 (減損損失について) 

同左 

 (減損損失について) 

同左 
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(有価証券関係) 
 

前第３四半期連結会計期間末(平成 18年 11 月 30 日) 
該当事項はありません。 

 

当第３四半期連結会計期間末(平成 19年 11 月 30 日) 
 

１． その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価（千円） 
四半期連結貸借対照表

計上額（千円） 
差額（千円） 

（１）株式 ― ― ― 

（２）債券 100,000 99,950 △50 

（３）その他 ― ― ― 

合計 100,000 99,950 △50 

 
２． 時価評価されていない主な有価証券の内容 

区分 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

  コマーシャルペーパー 99,697  

合計 99,697  

 

前連結会計年度末(平成 19年２月 28日) 
該当事項はありません。 
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(デリバティブ取引関係) 
 

前第３四半期連結会計期間末(平成 18年 11 月 30 日) 
 
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 通貨関連 
区分 種類 

契約額等 

(千円) 

契約額等のうち 

１年超(千円) 

時価 

(千円) 

評価損益 

(千円) 

 
通貨オプション 

取引 
    

 売建     

 米ドル プット 157,800 31,560 3,645 3,645 

 買建     

米ドル コール 52,600 10,520 △740 △740 

小計 ― ― 2,904 2,904 
市場取引 

以外の取引 
為替予約取引     

 売建     

 米ドル ― ― ― ― 

 買建     

 米ドル 81,177 ― 81,123 △53 

 小計 81,177 ― 81,123 △53 

合計 ― ― ― 2,851 

(注) 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 
 
  

当第３四半期連結会計期間末(平成 19年 11 月 30 日) 
 
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 通貨関連 
区分 種類 

契約額等 

(千円) 

契約額等のうち

１年超(千円) 

時価 

(千円) 

評価損益 

(千円) 

 
通貨オプション 

取引 
    

 売建     

 米ドル プット 31,560 ― △142 △142 

 買建     

米ドル コール 10,520 ― 462 462 

小計 ― ― 320 320 市場取引 

以外の取引 
為替予約取引     

 売建     

 米ドル ― ― ― ― 

 買建     

 米ドル 73,152 ― 71,143 △2,008 

 小計 73,152 ― 71,143 △2,008 

合計 ― ― ― △1,668 

(注) 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 
 
 金利関連 

区分 種類 
契約額等 

(千円) 

契約額等のうち

１年超(千円) 

時価 

(千円) 

評価損益 

(千円) 

市場取引 

以外の取引 

通貨オプション 

取引 
    

 売建     

 プット 100,000 ― △93 △93 

合計 100,000 ― △93 △93 

(注) 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 
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前連結会計年度末(平成 19年２月 28日) 
 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 通貨関連 

区分 種類 
契約額等 

(千円) 

契約額等のうち 

１年超(千円) 

時価 

(千円) 

評価損益 

(千円) 

 
通貨オプション 

取引 
    

 売建     

 米ドル プット 126,240 ― △208 △208 

 買建     

米ドル コール 42,080 ― 3,542 3,542 

小計 ― ― 3,333 3,333 市場取引 

以外の取引 
為替予約取引     

 売建     

 米ドル ― ― ― ― 

 買建     

 米ドル 71,136 ― 70,614 △521 

 小計 71,136 ― 70,614 △521 

合計 ― ― ― 2,812 

(注) 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 
 
 



 ㈱エーアイテイー（9381） 平成 20 年 2 月期 第３四半期財務・業績の概況 

―24― 

(ストック・オプション等関係) 
 

前第３四半期連結会計期間(自 平成 18年３月１日 至 平成 18年 11 月 30 日) 
当第３四半期連結会計期間において付与したストック・オプションはありません。 

 
当第３四半期連結会計期間(自 平成 19年３月１日 至 平成 19年 11 月 30 日) 
当第３四半期連結会計期間において付与したストック・オプションはありません。 

 
前連結会計年度(自 平成 18年３月１日 至 平成 19年２月 28日) 

 
ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

 
平成18年１月16日付臨時株主総会決議に基づくスト

ック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
取締役 ５名 

従業員 53名 

株式の種類別のストック・オプションの

数(注) 
普通株式 1,890株 

付与日 平成18年１月16日 

権利確定条件 

 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。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
平成20年１月17日から 

平成23年１月16日まで 

(注) 株式数に換算して記載しております。 
  

(2) ストック・オプションの規模及び変動状況 
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、スト

ック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。 
 

① ストック・オプションの数 
 

平成18年１月16日付臨時株主総会決議に基づくスト

ック・オプション 

権利確定前     (株)  

 前連結会計年度末 1,890 

 付与 ― 

 失効 99 

 権利確定 ― 

 未確定残 1,791 

権利確定後     (株)  

 前連結会計年度末 ― 

 権利確定 ― 

 権利行使 ― 

 失効 ― 

 未確定残 ― 

(注) 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。このため 

上記株式数は、全て株式分割後で記載しております。 
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② 単価情報 

 
平成18年１月16日付臨時株主総会決議に基づくスト

ック・オプション 

権利行使価格(円) 29,534 

行使時平均株価(円) ― 

付与日における公正な 評価単価(円) ― 

 
 
(セグメント情報) 

 
【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結会計期間(自 平成 18年３月１日 至 平成 18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。 
 

当第３四半期連結会計期間(自 平成 19年３月１日 至 平成 19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。 
 

前連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月 28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全セグメントの資産の合計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】 

前第３四半期連結会計期間(自 平成 18年３月１日 至 平成 18年 11月 30 日) 

全セグメントの営業収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計に占める「日本」の割合が、いずれ

も 90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 
 

当第３四半期連結会計期間(自 平成 19年３月１日 至 平成 19年 11月 30 日) 
 

 
日本 

(千円) 

中国・香港 

(千円) 

東南アジア 

(千円) 

計 

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

営業収益       

 (1) 外部顧客に対する営業収益 6,047,310 712,687 35,150 6,795,149 ― 6,795,149 

 (2) セグメント間の内部 

営業収益又は振替高 
30,876 648,917 21,978 701,773 （701,773） ― 

計 6,078,187 1,361,604 57,129 7,496,922 （701,773） 6,795,149 

営業費用 5,691,171 1,327,355 57,975 7,076,502 （701,618） 6,374,884 

営業利益又は営業損失（△) 387,016 34,248 △845 420,420 （154） 420,265 

(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．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。       
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前連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月 28日) 
 

 
日本 

(千円) 

中国・香港 

(千円) 

東南アジア 

(千円) 

計 

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

営業収益       

 (1) 外部顧客に対する営業収益 6,685,391 581,689 1,307 7,268,388 ― 7,268,388 

 (2) セグメント間の内部 

営業収益又は振替高 
53,260 559,671 19,198 632,130 (632,130) ― 

計 6,738,651 1,141,360 20,506 7,900,518 (632,130) 7,268,388 

営業費用 6,354,900 1,095,309 19,726 7,469,937 (634,661) 6,835,275 

営業利益又は営業損失（△） 383,750 46,050 779 430,581 2,531 433,113 

(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．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

 
【海外営業収益】 

前第３四半期連結会計期間(自 平成 18年３月１日 至 平成 18年 11月 30 日) 

海外営業収益は、いずれも連結営業収益の 10％未満であるため、海外営業収益の記載を省略しております。 
 

当第３四半期連結会計期間(自 平成 19年 3月 1日 至 平成 19年 11月 30 日) 

 
 中国・香港 東南アジア 計 

Ⅰ 海外営業収益（千円） 712,687 35,150 747,838 

Ⅱ 連結営業収益（千円） ― ― 6,795,149 

Ⅲ 連結営業収益に占める海外

営業収益の割合（％） 
10.5 0.5 11.0 

(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。 
 
前連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月 28日) 

海外営業収益は、いずれも連結営業収益の 10％未満であるため、海外営業収益の記載を省略しております。 
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(１株当たり情報) 
 

前第3四半期連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年11月30日) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

前連結会計年度 

(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 35,375円79銭

 

１株当たり純資産額 56,265円97銭

 

１株当たり純資産額 38,112円10銭

 
１株当たり第3四半期 

純利益 
10,018円87銭

 

１株当たり第3四半期 

純利益 
11,192円42銭

 

１株当たり当期純利益 12,616円46銭

 
 なお、潜在株式調整後１株当たり第３四

半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連結会計年度における

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   25,776円56銭 

 １株当たり当期純利益   6,928円91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。 

潜在株式調整後 

1株当たり第3四半期純利益 

 

10,493円48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18年６月２日付で株式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連結会計年度における

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   25,776円56銭 

 １株当たり当期純利益   6,928円91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。 

 
(注) １．１株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
前第3四半期連結会計期間末 

(平成18年11月30日) 

当第3四半期連結会計期間末 

(平成19年11月30日) 

前連結会計年度末 

(平成19年２月28日) 

純資産の部の合計額(千円) 730,519 1,319,771 787,213 

純資産の部の合計額から控除する

金額(千円) 
21,058 25,936 22,875 

（うち少数株主持分） （21,058） （25,936） （22,875）

普通株式に係る純資産額(千円) 709,461 1,293,835 764,338 

普通株式の発行済株式数（数） 20,055 22,995 20,055 

普通株式の自己株式数（数） ― ― ― 

1株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式の数(株) 
20,055 22,995 20,055 
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２．１株当たり第 3 四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後 1 株当たり第 3 四半期（当期）純利益の算定上の基礎 

 

前第3四半期連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年11月30日) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成19年２月28日) 

四半期連結損益計算書上の第３四

半期(当期)純利益(千円) 
200,928 255,814 253,023 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式に係る第３四半期(当期)

純利益(千円) 
200,928 255,814 253,023 

普通株式の期中平均株式数(株) 20,055 22,856 20,055 

第３四半期（当期）純利益調整額

（千円） 
― ― ― 

潜在株式調整後1株当たり第３四

半期（当期）純利益の算定に用い

られた普通株式の増加数の主要な

内訳（株） 

   

  新株予約権 ― 1,522 ― 

普通株式増加数（株） ― 1,522 ― 

希簿化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり第３四半期

(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 597個 

(新株予約権１個につき３株) 
― 

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) 
 

前第3四半期連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年11月30日) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成19年２月28日) 

  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) 引受価格 

１株につき 110,400円 

(５) 発行価額 

１株につき 85,000円 

(資本組入額 55,200円) 

(６) 発行価額の総額 

     249,900千円 

(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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６．四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 
 

  前第3四半期会計期間末 当第3四半期会計期間末 
前事業年度 

要約貸借対照表 

  (平成18年11月30日) (平成19年11月30日) (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 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

 １ 現金及び預金   740,157   1,044,398   831,395  

 ２ 売掛金   346,169   335,363   303,803  

 ３ 有価証券   －   99,697   －  

 ４ たな卸資産   4,897   596   5,132  

 ５ その他   61,695   96,616   81,684  

   貸倒引当金   △2,329   △2,328   △3,383  

   流動資産合計   1,150,589 86.0  1,574,344 83.5  1,218,633 86.2 

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産 ※1  5,915   5,996   5,775  

 ２ 無形固定資産   3,789   4,738   3,491  

 ３ 投資その他の資産           

  (1) 投資有価証券  －   99,950   －   

  (2) 関係会社株式  107,895   130,721   107,895   

  (3) 差入保証金  44,297   49,992   49,194   

  (4) その他  25,564 177,756  20,640 301,305  27,989 185,078  

   固定資産合計   187,461 14.0  312,040 16.5  194,345 13.8 

   資産合計   1,338,051 100.0  1,886,385 100.0  1,412,978 100.0 
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  前第3四半期会計期間末 当第3四半期会計期間末 

前事業年度 

要約貸借対照表 

  (平成18年11月30日) (平成19年11月30日) (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 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

 １ 買掛金   320,710   258,486   272,944  

 ２ 未払法人税等   125,247   110,134   140,253  

 ３ 賞与引当金   8,407   12,100   15,657  

 ４ 役員賞与引当金   9,600   13,875   18,500  

 ５ 預り金   －   89,674   99,901  

 ６ その他   73,354   49,895   28,424  

   流動負債合計   537,318 40.2  534,166 28.3  575,680 40.7 

Ⅱ 固定負債           

 １ 社債   100,000   100,000   100,000  

 ２ 退職給付引当金   22,431   31,376   24,157  

   固定負債合計   122,431 9.1  131,376 7.0  124,157 8.8 

   負債合計   659,750 49.3  665,542 35.3  699,837 49.5 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   83,772 6.3  246,060 13.0  83,772 5.9 

 ２ 資本剰余金           

  (1) 資本準備金  34,222   196,510   34,222   

   資本剰余金合計   34,222 2.5  196,510 10.4  34,222 2.5 

 ３ 利益剰余金           

  (1) 利益準備金  2,886   2,886   2,886   

  (2) その他利益剰余金           

    繰越利益剰余金  557,419   775,414   592,259   

   利益剰余金合計   560,306 41.9  778,301 41.3  595,145 42.1 

   株主資本合計   678,301 50.7  1,220,872 64.7  713,140 50.5 

Ⅱ 評価・換算差額等           

 １ その他有価証券評価 
差額金 

   － －  △29 △0.0  － － 

評価・換算差額等合計   － －  △29 △0.0  － － 

   純資産合計   678,301 50.7  1,220,842 64.7  713,140 50.5 

   負債純資産合計   1,338,051 100.0  1,886,385 100.0  1,412,978 100.0 
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(2) 四半期損益計算書 
 

  前第3四半期会計期間 当第3四半期会計期間 
前事業年度 

要約損益計算書 

  
(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年11月30日) 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

(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 

(％) 
金額(千円) 

百分比 

(％) 

Ⅰ 売上高           

 １ 輸送事業収入  4,977,561   6,076,691   6,737,816   

 ２ その他事業収入  380 4,977,942 100.0 1,496 6,078,187 100.0 835 6,738,651 100.0 

Ⅱ 売上原価           

 １ 輸送事業仕入   3,962,423 79.6  4,798,892 79.0  5,375,757 79.8 

   売上総利益   1,015,518 20.4  1,279,294 21.0  1,362,894 20.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   676,750 13.6  892,278 14.6  979,143 14.5 

   営業利益   338,768 6.8  387,016 6.4  383,750 5.7 

Ⅳ 営業外収益 ※1  22,068 0.4  63,533 1.0  26,479 0.4 

Ⅴ 営業外費用 ※2  8,021 0.2  17,424 0.3  9,364 0.2 

   経常利益   352,815 7.0  433,125 7.1  400,866 5.9 

Ⅵ 特別利益 ※3  3,688 0.1  1,055 0.0  3,404 0.1 

   税引前第3四半期(当期)

純利益 
  356,503 7.1  434,180 7.1  404,270 6.0 

   法人税、住民税 

   及び事業税 
 183,253   208,293   198,325   

   法人税等調整額  △13,312 169,940 3.4 △7,406 200,887 3.3 △15,456 182,868 2.7 

   第3四半期(当期) 

   純利益 
  186,562 3.7  233,293 3.8  221,042 3.3 
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 
前第３四半期会計期間(自 平成 18年３月１日 至 平成 18年 11 月 30 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 

第３四半期会計期間中の変動
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 

 第３四半期純利益 ― ― ― ― 186,562 186,562 186,562 186,562 

第３四半期会計期間中の変動
額合計(千円) 

― ― ― ― 163,735 163,735 163,735 163,735 

平成18年11月30日残高(千円) 83,772 34,222 34,222 2,886 557,419 560,306 678,301 678,301 

 



 ㈱エーアイテイー（9381） 平成 20 年 2 月期 第３四半期財務・業績の概況 

―34― 

当第３四半期会計期間(自 平成 19年３月１日 至 平成 19年 11 月 30 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 

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 

第３四半期会計期間中の変動
額 

       

新株の発行 162,288 162,288 162,288 － － － 324,576 

 剰余金の配当 － － － － △50,137 △50,137 △50,137 

 第３四半期純利益 － － － － 233,293 233,293 233,293 

 株主資本以外の項目の第３
四半期会計期間中の変動額
(純額） 

－ － －   － － － － 

第３四半期会計期間中の変動
額合計(千円) 

162,288 162,288 162,288 － 183,155 183,155 507,731 

平成19年11月30日残高(千円) 246,060 196,510 196,510 2,886 775,414 778,301 1,220,872 

 
評価・換算差額等 

項目 
その他有価証
券評価差額金 

評価・差額等
合計 

純資産 
合計 

平成19年２月28日残高(千円) － － 713,140 

第３四半期会計期間中の変動
額 

   

 新株の発行 － － 324,576 

 剰余金の配当 － － △50,137 

 第３四半期純利益 － － 233,293 

株主資本以外の項目の第３
四半期会計期間中の変動額
(純額） 

△29 △29 △29 

第３四半期会計期間中の変動
額合計(千円) 

△29 △29 507,702 

平成19年11月30日残高(千円) △29 △29 1,220,842 
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前事業年度(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 
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(4) 四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

項目 

前第3四半期会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年11月30日) 

当第3四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成19年２月28日) 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

(1) 有価証券 

  ①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。 

(1) 有価証券 

①子会社株式 

同左 

 

(1) 有価証券 

  ①子会社株式 

同左 

 ②その他有価証券 

 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

第３四半期決算日の市場価

格等に基づく時価法（評価差

額は、全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は、移動

平均法により算定）を採用し

ております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を

採用しております。 

なお、取得原価と債券金額

との差額の性格が、金利の調

整と認められるものについて

は、償却原価法を採用してお

ります。 

  ②その他有価証券 

 

 (2) デリバティブ 

時価法を採用しておりま

す。 

(2) デリバティブ 

同左 

(2) デリバティブ 

同左 

 (3) たな卸資産 

商品 

個別法による原価法を採用

しております。 

(3) たな卸資産 

商品 

同左 

(3) たな卸資産 

商品 

同左 

２．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 ５年～８年 

(1) 有形固定資産 

 a.平成19年3月31日以前に取

得したもの 

旧定率法によっておりま

す。 

b.平成19年4月1日以降に取得

したもの 

定率法によっております。 

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～15年 

(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 

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。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 
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項目 

前第3四半期会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年11月30日) 

当第3四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成19年２月28日) 

 (3) 長期前払費用 

  均等償却を採用しておりま

す。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

３．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検討

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 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (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

見込額のうち当第３四半期会

計期間負担額を計上しており

ます。 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

(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 

  役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

込額のうち当第３四半期会計

期間負担額を計上しておりま

す。 

 

(3) 役員賞与引当金 

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

込額のうち当期負担額を計上

しております。 

 (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、当第３四半期会計期間末

において発生していると認め

られる額を計上しておりま

す。 

 

(4) 退職給付引当金 

同左 

(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。 

４．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 同左 

５．その他四半期財務諸表

(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 

消費税等の会計処理方法 

同左 
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(5) 四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

前第3四半期会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年11月30日) 

当第3四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

前事業年度 

(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） 

当第３四半期会計期間より「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。 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

当期より「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、当第３四半期会計期間

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第３四半期純利益

はそれぞれ9,600千円減少しております。 

 （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、当期より「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） 

  当第３四半期会計期間より「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、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当第３四半期会計期間における四半期

貸借対照表の純資産の部については、改正

後の中間財務諸表等規則により作成してお

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） 

当期より「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、財務諸表等規則の改正により、当

期における貸借対照表の純資産の部につい

ては、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。 
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前第3四半期会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年11月30日) 

当第3四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成19年２月28日) 

 （固定資産の減価償却方法の変更） 

 平成19年度の法人税法の改正（（所得税

法等の一部を改正する法律 平成19年3月

30日 法律第6号）及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令 平成19年3月30日 

政令第83号））に伴い、平成19年4月1日以

降に取得したものについては、改正後の法

人税法に基づく方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は、軽微で

あります。 

 

 

 
(表示方法の変更) 

 
前第3四半期会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年11月30日) 

当第3四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

 （四半期貸借対照表） 

「預り金」は、前第３四半期会計期間末は、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当第３四半期会計期間末に

おいて負債純資産の合計額の100分の５を超えたため、区分掲記し

ております。 

なお、前第３四半期会計期間末の流動負債の「その他」に含ま

れている「預り金」は42,515千円であります。 

 

 
(追加情報) 

 
前第3四半期会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年11月30日) 

当第3四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

前事業年度 

(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。 
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(6) 四半期個別財務諸表に関する注記事項 
 

(四半期貸借対照表関係) 
 

前第3四半期会計期間末 

(平成18年11月30日) 

当第3四半期会計期間末 

(平成19年11月30日) 

前事業年度末 

(平成19年2月28日) 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

7,926千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

9,880千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

8,486千円 

   

 ２．  ２．偶発債務 

   債務保証 

   次の関係会社について、金融機関か

らの借入に対し債務保証を行ってお

ります。 

保証先 
金額 

（千円） 
内容 

愛徳（香港）

有限公司 

9,582 

（643千HK$）
借入債務 

 

 ２． 

 
 

(四半期損益計算書関係) 
 

前第3四半期会計期間 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年11月30日) 

当第3四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成19年２月28日) 

※１．営業外収益の主要項目 

為替差益 11,458千円

長期未請求債務 

償却益 
2,280千円

デリバティブ 評価益 3,417千円

保険解約返戻金 2,588千円
 

※１．営業外収益の主要項目 

受取利息 2,150千円 

為替差益 20,353千円 

長期未請求債務 

償却益 
1,380千円 

保険解約返戻金 37,162千円 
 

※１．営業外収益の主要項目 

為替差益 13,910千円

長期未請求債務 

償却益 
3,386千円

デリバティブ 評価益 3,378千円

保険解約返戻金 2,588千円
 

   
※２．営業外費用の主要項目 

社債利息 687千円

株式交付費 573千円

社債発行費 1,159千円

株式公開関連費用 4,810千円
 

※２．営業外費用の主要項目 

社債利息 775千円 

株式交付費 2,371千円 

デリバティブ評価損 4,593千円 

株式公開関連費用 8,428千円 
 

※２．営業外費用の主要項目 

社債利息 941千円

株式交付費 913千円

社債発行費 1,159千円

株式公開関連費用 5,519千円
 

   
※３．特別利益の主要項目 

賞与引当金戻入益 2,040千円

貸倒引当金戻入益 1,647千円
 

※３．特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益 1,055千円

 
 

※３．特別利益の主要項目 

賞与引当金戻入益 2,114千円

貸倒引当金戻入益 1,289千円
 

   
 ４．減価償却実施額 

有形固定資産 1,413千円

無形固定資産 956千円
 

 ４．減価償却実施額 

有形固定資産 1,394千円

無形固定資産 1,030千円
 

 ４．減価償却実施額 

有形固定資産 1,972千円

無形固定資産 1,268千円
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(四半期株主資本等変動計算書関係) 
 

前第３四半期会計期間(自 平成 18 年３月１日 至 平成 18 年 11月 30 日)、当第３四半期会計期間(自 平

成 19 年３月１日 至 平成 19 年 11 月 30 日)及び前事業年度(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。 

 
(リース取引関係) 

 
前第3四半期会計期間 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年11月30日) 

当第3四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

前事業年度 

(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第３四半期末残高

相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

第3四半期
末残高 
相当額 
(千円) 

ソフト 
ウェア 

53,130 6,041 47,089 

 

 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第３四半期末残高

相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

第3四半期
末残高 
相当額 
(千円) 

ソフト 
ウェア 

49,686 15,736 33,949 

 

 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．未経過リース料第３四半期末残高相当

額 

１年以内 10,271千円

１年超 37,056千円

合計 47,327千円
 

２．未経過リース料第３四半期末残高相当

額 

１年以内 9,824千円

１年超 24,677千円

合計 34,501千円
 

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 2,775千円

減価償却費相当額 2,624千円

支払利息相当額 274千円
 

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 7,878千円

減価償却費相当額 7,453千円

支払利息相当額 650千円
 

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。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

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。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

 (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。 

 (減損損失について) 

同左 

 (減損損失について) 

同左 

 
 

(有価証券関係) 
 
前第３四半期会計期間末(平成 18 年 11 月 30 日)、当第３四半期会計期間末(平成 19 年 11 月 30 日)及び前事

業年度末(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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(１株当たり情報) 
 

前第3四半期会計期間 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年11月30日) 

当第3四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

前事業年度 

(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 29,494円04銭

 

１株当たり純資産額 53,091円67銭

 

１株当たり純資産額 35,559円25銭

 
１株当たり第3四半期 

純利益 
4,974円54銭

 

１株当たり第3四半期 

純利益 
10,207円09銭

 

１株当たり当期純利益 11,039円75銭

 
 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

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、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。 

潜在株式調整後 

1株当たり第3四半期純利益 
9,569円68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 

 
前第3四半期会計期間末 

(平成18年11月30日) 

当第3四半期会計期間末 

(平成19年11月30日) 

前事業年度末 

(平成19年２月28日) 

純資産の部の合計額(千円) 678,301 1,220,842 713,140 

純資産の部の合計額から控除する

金額（千円） 
― ― ― 

普通株式に係る純資産額(千円) 678,301 1,220,842 713,140 

普通株式の発行済株式数(株) 20,055 22,995 20,055 

普通株式の自己株式数(株) ― ― ― 

１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式の数(株) 
20,055 22,995 20,055 
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２．１株当たり第 3 四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後 1 株当たり第 3 四半期（当期）純利益の算定上の基礎 

 

前第3四半期会計期間 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年11月30日) 

当第3四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成19年２月28日) 

四半期損益計算書上の第３四半期

(当期)純利益(千円) 
186,562 233,293 221,402 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式に係る第３四半期(当期)

純利益(千円) 
186,562 233,293 221,402 

普通株式の期中平均株式数(株) 20,055 22,856 20,055 

第３四半期（当期）純利益調整額

（千円） 
― ― ― 

潜在株式調整後1株当たり第３四

半期（当期）純利益の算定に用い

られた普通株式の増加数の主要な

内訳（株） 

   

新株予約権 ― 1,522 ― 

普通株式増加数（株） ― 1,522 ― 

希簿化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり第３四半期

(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 597個 

(新株予約権１個につき３株) 
― 

 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) 
 

前第3四半期会計期間 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年11月30日) 

当第3四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年11月30日) 

前事業年度 

(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) 引受価格 

１株につき 110,400円 

(５) 発行価額 

１株につき 85,000円 

(資本組入額 55,200円) 

(６) 発行価額の総額 

     249,900千円 

(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) 

 


