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 (百万円未満切捨て)

1.平成 21 年 2 月期第 3四半期の連結業績（平成 20 年 3 月 1日～平成 20 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 ％ 
21年2月期第3四半期 7,783 14.5 511 21.6 530 13.4 322 26.2 

20年2月期第3四半期 6,795 29.2 420 16.9 467 26.8 255 27.3 

20年2月期 8,974 23.5 521 20.3 577 30.0 307 21.3 
 

 
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

21年2月期第3四半期 13,411 91 13,184 84 

20年2月期第3四半期 11,192 42 10,493 48 

20年2月期 13,405 53 12,608 45  
 

(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

21年2月期第3四半期 2,444 1,590 64.2 66,390 50 

20年2月期第3四半期 2,119 1,319 61.0 56,265 97 

20年2月期 2,202 1,404 62.6 57,180 49  
 

(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

21年2月期第3四半期 95 △162 △136 977 

20年2月期第3四半期 125 △277 281 1,044 

20年2月期 261 △299 314 1,192 

 
2. 配当の状況 

 １株当たり配当金 
(基準日) 中間期末 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭 
20年2月期 ― ― 3,500 00 3,500 00

21年2月期(実績) ― ― ― ―

21年2月期(予想) ― ― 4,500 00
4,500 00

 
3.平成 21 年 2 月期の連結業績予想（平成 20 年 3月 1日～平成 21 年 2 月 28 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 10,386 15.7 591 13.4 589 2.1 342 11.4 14,170 29 
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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) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無  ：無 
(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」の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．平成 21 年 2 月期第 3四半期の個別業績（平成 20 年 3 月 1日～平成 20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 ％ 
21年2月期第3四半期 6,940 14.2 435 12.6 459 6.2 264 13.2 

20年2月期第3四半期 6,078 22.1 387 14.2 433 22.8 233 25.0 

20年2月期 7,978 18.4 457 19.3 517 29.3 278 25.8 
 

 １株当たり四半期 
(当期)純利益 

 円 銭 
21年2月期第3四半期 10,969 61 

20年2月期第3四半期 10,207 09 

20年2月期 12,125 01 

 
(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 

21年2月期第3四半期 2,189 1,439 65.7 60,905 02 

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

20年2月期 1,934 1,298 67.1 53,862 01  
 

6．平成 21 年 2 月期の個別業績予想（平成 20 年 3月 1日～平成 21 年 2月 28 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 9,092 14.0 538 17.7 546 5.6 311 11.9 12,885 85 

 
 
 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。 
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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 

(1) 経営成績に関する分析 
当第 3 四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国に端を発した金融危機が実体経済にもその影響を及
ぼし、世界同時不況の広まりと輸出企業を中心とした企業業績や雇用情勢の悪化、さらには消費者の購買意欲

の落込みによって、景気はリセッションの局面をより鮮明にするものとなりました。 
このような状況のもと、当社の事業環境におきましては、個人消費の落込みによる小売業界全体の業績不振

や在庫調整によって、取扱い貨物の多くを消費関連材に依存する当社にとっては、日本への輸入貨物量が全般

的に低調であったものの、北京オリンピック明けの日中間の荷動きの復調と秋冬物貨物を順調に取り込めたこ

とで、業績は概ね計画通りに推移いたしました。 

この結果、当第 3 四半期連結会計期間における営業収益 7,783 百万円（前年同期比 14.5％増）、営業利益

511 百万円（前年同期比 21.6%増）、経常利益 530 百万円（前年同期比 13.4%増）、四半期純利益 322 百万円

（前年同期比 26.2％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 
  国内につきましては、営業収益 6,900 百万円（前年同期比 14.1％増）、営業利益 435 百万円（前年同期

比 12.6％増）となりました。 

②中国・香港 

  中国・香港につきましては、営業収益 860 百万円（前年同期比 20.7％増）、営業利益 62 百万円（前年

同期比 81.1％増）となりました。 

③東南アジア 

  東南アジアにつきましては、営業収益 22 百万円（前年同期比 36.4％減）、営業利益 0 百万円（前年同

期は営業損失 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 

① 資産、負債及び純資産の状況 
 当第 3 四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度末に比べ 241 百万円増加し、2,444 百万円とな

りました。これは主に、現金及び預金が 159 百万円減少した一方で、売掛金が 255 百万円増加したこと及び投

資有価証券が 98 百万円増加したことによるものであります。また、負債総額は、前連結会計年度末に比べ 56

百万円増加し、854 百万円となりました。これは主に、未払法人税等が 63 百万円減少しましたが、買掛金が 54

百万円増加したこと及び預り金が 31 百万円、その他の流動負債が 44 百万円増加したことによるものでありま

す。純資産は、親会社での剰余金の配当 84 百万円及び自己株式の取得による 39 百万円の減少がありましたが、

純利益の計上によって前連結会計年度末に比べ 185 百万円増加し、1,590 百万円となりました。 

 

② 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 215 百万円減少し、977 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。 

 

（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 95 百万円となりました。これは主に、税金等調整前第 3 四半期純利益 534

百万円を計上したことのほか、預り金の増加 31 百万円及び仕入債務の増加 54 百万円等の資金の増加要因に対

し、法人税等の支払額 280 百万円及び売上債権の増加 255 百万円等の資金の減少要因によるものであります。 
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（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 162 百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入 114 百

万円がありましたが、定期預金の預入による支出 170 百万円及び投資有価証券の取得 98 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 136 百万円となりました。これは、親会社による配当金の支払 83 百万円及

び自己株式の取得 39 百万円等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 

通期の見通しにつきましては、第 3 四半期業績の通期業績に対する進捗率も、概ね計画通りに推移しており、

現時点における通期業績予想に変更はありません。 
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 

   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 
(平成19年11月30日) 

当第3四半期連結会計期間末 
(平成20年11月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成20年２月29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   1,183,460 1,147,387  1,306,933

 ２ 売掛金   487,386 660,169  404,414

 ３ 有価証券   99,697 99,651  99,907

 ４ たな卸資産   596 ―  ―

 ５ その他   100,490 144,164  107,404

   貸倒引当金   △2,524 △4,908  △1,651

   流動資産合計   1,869,107 88.2 2,046,464 83.7  1,917,008 87.0

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※１  26,911 29,717  32,720

 ２ 無形固定資産   7,283 18,987  8,593

 ３ 投資その他の資産    
  (1) 投資有価証券  99,950 198,976 99,980 

  (2) 差入保証金  95,342 126,100 122,767 

  (3) その他  20,640 24,101 21,350 

    貸倒引当金  ― 215,933 △113 349,064 ― 244,097

   固定資産合計   250,127 11.8 397,769 16.3  285,412 13.0

   資産合計   2,119,235 100.0 2,444,234 100.0  2,202,420 100.0

    

―5― 



株式会社エーアイテイー （9381） 平成 21年 2月期 第 3四半期財務・業績の概況 
 

  

  前第3四半期連結会計期間末 
(平成19年11月30日) 

当第3四半期連結会計期間末 
(平成20年11月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成20年２月29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   339,951 349,763  295,194

 ２ 短期借入金   9,582 ―  9,421

  ３ 一年以内償還予定社債   ― 100,000  ―

 ４ 未払法人税等   121,003 106,485  170,392

 ５ 賞与引当金   19,789 22,163  25,627

 ６ 役員賞与引当金   13,875 13,877  18,500

 ７ 預り金   93,136 119,842  87,959

 ８ その他   69,172 98,254  53,676

   流動負債合計   666,510 31.4 810,386 33.1  660,770 30.0

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債   100,000 ―  100,000

 ２ 退職給付引当金   31,376 41,456  33,470

 ３ その他   1,576 2,346  3,506

   固定負債合計   132,952 6.3 43,802 1.8  136,976 6.2

   負債合計   799,463 37.7 854,189 34.9  797,746 36.2

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   246,060 11.6 262,894 10.8  262,496 11.9

 ２ 資本剰余金   196,510 9.3 213,344 8.7  212,946 9.7

 ３ 利益剰余金   844,505 39.8 1,134,580 46.4  896,124 40.7

 ４ 自己株式   ― ― △39,498 △1.6  ― ―

   株主資本合計   1,287,076 60.7 1,571,322 64.3  1,371,567 62.3

Ⅱ 評価・換算差額等    
 １ その他有価証券評価 
   差額金   △29 △0.0 5 0.0  △11 △0.0

 ２ 為替換算調整勘定   6,788 0.3 △2,188 △0.1  6,951 0.3

   評価・換算差額等合計   6,758 0.3 △2,182 △0.1  6,939 0.3

Ⅲ 少数株主持分   25,936 1.3 20,905 0.9  26,166 1.2

   純資産合計   1,319,771 62.3 1,590,044 65.1  1,404,674 63.8

   負債純資産合計   2,119,235 100.0 2,444,234 100.0  2,202,420 100.0
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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 

(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 

(自 平成20年３月１日 
至 平成20年11月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29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  6,793,652 7,783,264 8,972,741 

 ２ その他事業収入  1,496 6,795,149 100.0 ― 7,783,264 100.0 1,518 8,974,260 100.0

Ⅱ 営業原価    

 １ 輸送事業仕入   5,325,185 78.4 6,093,064 78.3  7,032,893 78.4

   売上総利益   1,469,963 21.6 1,690,200 21.7  1,941,366 21.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,049,698 15.4 1,179,149 15.1  1,420,234 15.8

   営業利益   420,265 6.2 511,050 6.6  521,131 5.8

Ⅳ 営業外収益    
 １ 受取利息  2,964 5,516 5,010 

 ２ 為替差益  18,387 11,456 28,471 

 ３ 保険解約返戻金  37,162 ― 37,162 

 ４ 保険代理店収入  ― 2,322 ― 

 ５ 長期未請求債務償却益  1,380 2,206 1,910 

 ６ その他  6,524 66,420 1.0 533 22,036 0.2 3,862 76,417 0.8

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  1,359 1,839 1,813 

 ２ 株式交付費  2,371 30 2,486 

 ３ 自己株式取得費用  ― 344 ― 

 ４ デリバティブ評価損  4,593 270 2,857 

 ５ 事務所退去費用  ― ― 2,579 

 ６ 株式公開関連費用  8,428 ― 8,428 

 ７ その他  1,962 18,716 0.3 73 2,557 0.0 1,855 20,020 0.2

   経常利益   467,968 6.9 530,528 6.8  577,528 6.4

Ⅵ 特別利益    
 １ 賞与引当金戻入益  － 3,710 － 

 ２ 貸倒引当金戻入益  1,200 1,200 0.0 ― 3,710 0.0 2,075 2,075 0.0

税金等調整前第3四半
期(当期)純利益   469,169 6.9 534,239 6.8  579,603 6.4

   法人税、住民税及び 
事業税  218,496 217,591 270,380 

   法人税等調整額  △7,406 211,090 3.1 △7,801 209,790 2.7 △137 270,243 3.0

   少数株主利益   2,265 0.0 1,616 0.0  1,927 0.0

   第3四半期(当期)純利益   255,814 3.8 322,833 4.1  307,433 3.4
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(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 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

 
当第３四半期連結会計期間(自 平成 20 年３月１日 至 平成 20 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

自己 
株式 

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20年２月29日残高(千円) 262,496 212,946 896,124 ― 1,371,567 △11 6,951 6,939 26,166 1,404,674

第3四半期連結会計期間中の変動額     

 新株の発行 398 398 ― ― 797 ― ― ― ― 797

 剰余金の配当 ― ― △84,378 ― △84,378 ― ― ― ― △84,378

 第3四半期純利益 ― ― 322,833 ― 322,833 ― ― ― ― 322,833

 自己株式の取得 ― ― ― △39,498 △39,498 ― ― ― ― △39,498

 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)

― ― ― ― ― 17 △9,140 △9,122 △5,261 △14,384

第3四半期連結会計期間中の変動額
合計(千円) 

398 398 238,455 △39,498 199,754 17 △9,140 △9,122 △5,261 185,370

平成20年11月30日残高(千円) 262,894 213,344 1,134,580 △39,498 1,571,322 5 △2,188 △2,182 20,905 1,590,044

  
前連結会計年度(自 平成 19 年３月１日 至 平成 20 年２月 29 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

連結会計年度中の変動額    

 新株の発行 178,723 178,723 ― 357,447 ― ― ― ― 357,447

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

 当期純利益 ― ― 307,433 307,433 ― ― ― ― 307,433

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

― ― ― ― △11 △562 △573 3,291 2,717

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

178,723 178,723 257,295 614,742 △11 △562 △573 3,291 617,460

平成20年２月29日残高(千円) 262,496 212,946 896,124 1,371,567 △11 6,951 6,939 26,166 1,404,674
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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

(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 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年11月30日) 

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19年３月１日 

 至 平成20年２月29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 税金等調整前第3四半期(当期)純利益  469,169 534,239 579,603

 ２ 減価償却費  9,721 11,511 13,431

 ３ 長期前払費用償却  302 255 1,064

 ４ 株式交付費  2,371 30 2,486

 ５ たな卸資産の増減額（増加△)  4,536 ― 5,132

 ６ 貸倒引当金の増減額 (減少△)  △1,197 3,371 △2,075

 ７ 賞与引当金の増減額 (減少△)  2,734 △3,463 8,571

 ８ 役員賞与引当金の増減額(減少△)  △4,625 △4,623 ―

 ９ 退職給付引当金の増減額(減少△)  7,218 7,986 9,313

 10 受取利息  △2,964 △5,516 △5,010

 11 支払利息  1,359 1,839 1,813

 12 為替差損益  421 616 △745

 13 デリバティブ評価損益  4,593 270 2,857

 14 預り金の増減額(減少△)  △5,290 31,883 △10,467

 15 売上債権の増減額 (増加△)  △68,835 △255,868 14,136

 16 仕入債務の増減額 (減少△)  △15,952 54,569 △60,710

 17 その他  △25,131 △2,625 △43,415

    小計  378,430 374,477 515,986

 18 利息の受取額  2,152 4,474 4,614

 19 利息の支払額  △1,613 △2,550 △1,813

 20 法人税等の支払額  △253,221 △280,677 △257,186

   営業活動によるキャッシュ・フロー  125,747 95,723 261,601

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  △100,022 △170,018 △100,027

 ２ 定期預金の払戻による収入  ― 114,079 25,113

 ３ 有価証券の取得による支出  △99,697 △99,100 △99,499

 ４ 有価証券の償還による収入  ― 100,000 ―

 ５ 有形固定資産の取得による支出  △13,263 △2,924 △21,938

 ６ 無形固定資産の取得による支出  △3,465 △235 △5,251

 ７ 投資有価証券の取得による支出  △100,000 △98,692 △100,000

 ８ 貸付金の回収による収入  180 140 240

 ９ 差入保証金の差入による支出  △17,173 △8,432 △54,605

 10 差入保証金の返還による収入  7,015 2,664 7,722

 11 その他投資の取得による支出  △4,751 △51 △4,700

 12 その他投資の解消による収入  53,682 ― 53,682

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △277,497 △162,572 △299,264
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前第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 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年11月30日) 

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19年３月１日 

 至 平成20年２月29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 短期借入による収入  9,582 54,680 9,421

 ２ 短期借入金の返済による支出  ― △64,101 ―

 ３ 株式の発行による収入  322,204 767 354,960

 ４ 自己株式の取得による支出  ― △39,842 ―

 ５ 親会社による配当金の支払額  △50,137 △83,505 △50,137

 ６ 少数株主への配当金の支払額  ― △4,505 ―

   財務活動によるキャッシュ・フロー  281,648 △136,507 314,244

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △1,300 △12,129 △48

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  128,597 △215,485 276,533

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  916,339 1,192,872 916,339

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末 

(期末)残高 
 1,044,937 977,387 1,192,872
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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 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年11月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29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 

   愛特(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 

   愛特(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 

   

(1) 連結子会社の数 ４社 

   連結子会社の名称 

   愛特(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。 

 (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 

――― 

 

  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）を採用しており

ます。 

１．有価証券 

  ①満期保有目的の債券 

   償却原価法 

 ②その他有価証券  

  時価のあるもの 

    同左 

１．有価証券 

――― 

 

  その他有価証券 

 時価のあるもの 

 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）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。 

  時価のないもの 

    同左 

 

  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 

―11― 



株式会社エーアイテイー （9381） 平成 21年 2月期 第 3四半期財務・業績の概況 
 

 

項目 

前第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 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年11月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29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 

   

――― 

  

３．たな卸資産 

   

――― 

 

 (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 

 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 

     同左 

１．有形固定資産 

     同左   

 

 

 

 

 

 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 

 

  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 

 

  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。 

 (3) 重要な引当金の計上

の基準 

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 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年11月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29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 

 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 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 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年11月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29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。 

 

――― 

（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 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20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。 

 

――― 

  
 

――― 

（四半期連結損益計算書） 

「保険代理店収入」は、前第3四半期連結会計期間は、営業外収

益の「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

会計期間において営業外収益の100分の10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の営業外収益の「その他」に含

まれている「保険代理店収入」は2,321千円であります。 
  

（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 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年11月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日) 

 

――― 

 （固定資産の減価償却方法） 

 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3月31日

以前に取得したものについては、償却可能

限度額まで償却が終了した翌年から5年間

で均等償却する方法によっております。 

これによる損益に与える影響は、軽微で

あります。 

 

――― 
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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) 
前中間連結会計期間末 

(平成19年11月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成20年11月30日) 

前連結会計年度末 

(平成20年２月29日) 

※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 

30,479千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

22,959千円

 
 

(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 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年11月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29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 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 75,385千円

給与手当 490,597千円

賞与引当金繰入額 22,108千円

役員賞与引当金 

繰入額 
13,877千円

退職給付費用 10,719千円

貸倒引当金繰入額 3,349千円
 

※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 98,662千円

給与手当 570,383千円

賞与引当金繰入額 25,627千円

役員賞与引当金 

繰入額 
18,500千円

退職給付費用 11,630千円
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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 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．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

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 

 
当第３四半期連結会計期間(自 平成 20 年３月１日 至 平成 20 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) 24,108 27 ― 24,135

合計 24,108 27 ― 24,135

(注) 普通株式の発行済株式数の増加は、新株予約権の権利行使によるものであります。  

 
２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
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) ― 500 ― 500

合計 ― 500 ― 500

(注) 普通株式の自己株式数の増加は、取締役会決議に基づく市場買付けによるものであります。  

 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

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20年5月22日 

定時株主総会 
普通株式 84,378 3,500 平成20年2月29日 平成20年5月23日 
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前連結会計年度(自 平成 19 年３月１日 至 平成 20 年２月 29 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) 20,055 4,053 ─ 24,108

合計 20,055 4,053 ─ 24,108

（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増加 2,940 株と、新株予約権の

権利行使による増加 1,113 株であります。 

 
２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 
該当事項はありません。 

 
３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
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 

 
(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20年5月22日 

定時株主総会 
普通株式 84,378 利益剰余金 3,500 平成20年2月29日 平成20年5月23日

 
 

(四半期連結キャッシュ・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 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年11月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29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 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 1,147,387千円

預入期間３か月超 

の定期預金 
△170,000千円

現金及び現金同等物 977,387千円
  

 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 1,306,933千円

預入期間３か月超 

の定期預金 
△114,060千円

現金及び現金同等物 1,192,872千円
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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 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年11月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29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 
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)

工具器

具備品
4,799 399 4,399

ソフト

ウェア
62,100 28,099 34,001

合計 66,900 28,499 38,400

 

 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
57,386 18,863 38,523

 

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．未経過リース料第3四半期末残高相当

額 

１年以内 13,366千円

１年超 25,849千円

合計 39,215千円
 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 11,359千円

１年超 27,799千円

合計 39,158千円
 

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 10,215千円

減価償却費相当額 9,636千円

支払利息相当額 758千円
 

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 11,186千円

減価償却費相当額 10,579千円

支払利息相当額 916千円
 

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 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  

 
当第３四半期連結会計期間末(平成 20 年 11 月 30 日) 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 
区分 

四半期連結貸借対照表

計上額(千円) 
時価(千円) 差額(千円) 

（１）国債・地方債等 ― ― ― 

（２）社債 ― ― ― 

（３）その他 98,966 93,350 △5,616 

合計 98,966 93,350 △5,616 

 
２．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 100,000 100,010 10 

（３）その他 ― ― ― 

合計 100,000 100,010 10 

 
３．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) 

満期保有目的の債券  

 コマーシャル・ペーパー  99,651  

合計 99,651  

 
  

前連結会計年度末(平成 20 年２月 29 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) 

連結貸借対照表 

計上額(千円) 

差額 

(千円) 

（１）株式 ― ― ― 

（２）債券 100,000 99,980 △ 20 

（３）その他 ― ― ― 

合計 100,000 99,980 △ 20 

 
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

区分 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        99,907  

合計        99,907  
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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 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。 

  
当第３四半期連結会計期間末(平成 20 年 11 月 30 日) 

  

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) 

市場取引以外の取引 為替予約取引  

 買建  

 米ドル 28,916 ― 28,600 △315 

合計 28,916 ― 28,600 △315 

  
前連結会計年度末(平成 20 年２月 29 日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 
 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 ― △44 △44 

合計 100,000 ― △44 △44 
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(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 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。 

 

当第３四半期連結会計期間(自 平成 20 年３月１日 至 平成 20 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 19 年３月１日 至 平成 20 年２月 29 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 1,791 

 付与 ― 

 失効 93 

 権利確定 1,698 

 未確定残 ― 

権利確定後     (株)  

 前連結会計年度末 ― 

 権利確定 1,698 

 権利行使 1,113 

 失効 ― 

 未確定残 585  
 
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) 140,851 

付与日における公正な評価単価(円) ― 
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(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 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。 

 

当第３四半期連結会計期間(自 平成 20 年３月１日 至 平成 20 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の単一事業であります。従い

まして、開示対象となるセグメントはありませんのでの記載を省略しております。 

 

前連結会計年度(自 平成 19 年３月１日 至 平成 20 年２月 29 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 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。 
 

当第３四半期連結会計期間(自 平成 20 年３月１日 至 平成 20 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 6,900,508 860,405 22,350 7,783,264 ― 7,783,264

 (2) セグメント間の内部 

   営業収益又は振替高 
40,311 718,968 23,612 782,892 (782,892) ―

計 6,940,820 1,579,374 45,963 8,566,157 (782,892) 7,783,264

営業費用 6,505,191 1,517,350 45,327 8,067,870 (795,656) 7,272,213

営業利益 435,628 62,023 635 498,287 12,763 511,050

(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 19 年３月１日 至 平成 20 年２月 29 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 7,944,851 987,673 41,734 8,974,260 ― 8,974,260

 (2) セグメント間の内部 

   営業収益又は振替高 
34,071 884,276 31,326 949,673 (949,673) ―

計 7,978,922 1,871,950 73,060 9,923,933 (949,673) 8,974,260

営業費用 7,521,635 1,805,580 75,952 9,403,167 (950,039) 8,453,128

営業利益又は営業損失（△） 457,287 66,369 △2,891 520,765 365 521,131

(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 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。 

 
当第３四半期連結会計期間(自 平成 20 年３月１日 至 平成 20 年 11 月 30 日) 

 中国・香港 東南アジア 計 

Ⅰ 海外営業収益(千円) 860,405 22,350 882,759 

Ⅱ 連結営業収益(千円) ― ― 7,783,264 

Ⅲ 連結営業収益に占める 

  海外営業収益の割合(％) 
11.0 0.3 11.3 

(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 19 年３月１日 至 平成 20 年２月 29 日) 

 中国・香港 東南アジア 計 

Ⅰ 海外営業収益(千円) 987,673 41,734 1,029,408 

Ⅱ 連結営業収益(千円) － － 8,974,260 

Ⅲ 連結営業収益に占める 

海外営業収益の割合(％) 
11.0 0.5 11.5 

(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。 

 
 

(企業結合等関係) 
      

該当事項はありません。 
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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 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年11月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日) 

１株当たり純資産額 56,265円97銭 
 

１株当たり純資産額 66,390円50銭
 

１株当たり純資産額 57,180円49銭
 

１株当たり第3四半期純利

益 
11,192円42銭 

 

１株当たり第3四半期純利

益 
13,411円91銭

 

１株当たり当期純利益 13,405円53銭

  
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 

 

 
潜在株式調整後 

１株当たり第3四半期純利

益 

13,184円84銭

 

 
潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
12,608円45銭

 

 

(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19年11月30日) 

当第3四半期連結会計期間末

(平成20年11月30日) 

前連結会計年度末 

(平成20年２月29日) 

純資産の部の合計額(千円) 1,319,771 1,590,044 1,404,674

純資産の部の合計額から控除する

金額(千円) 
25,936 20,905 26,166

（うち少数株主持分） (25,936) (20,905) (26,166)

普通株式に係る純資産額(千円) 1,293,835 1,569,139 1,378,507

普通株式の発行済株式数(株) 22,995 24,135 24,108

普通株式の自己株式数(株) ― 500 ―

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) 
22,995 23,635 24,108

  

 

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

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年11月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29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) 
255,814 322,833 307,433

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) 
255,814 322,833 307,433

普通株式の期中平均株式数(株) 22,856 24,070 22,933

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 1,522 414 1,449

普通株式増加数（株） 1,522 414 1,449

 

 

(重要な後発事象) 
 
該当事項はありません。 
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６．四半期個別財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

  
前第3四半期会計期間末 

(平成19年11月30日) 

当第3四半期会計期間末 

(平成20年11月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成20年２月29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   1,044,398 971,558  1,135,591

 ２ 売掛金   335,363 464,775  255,076

 ３ 有価証券   99,697 99,651  99,907

 ４ たな卸資産   596 ―  ―

 ５ その他   96,616 137,947  101,003

   貸倒引当金   △2,328 △3,175  △1,651

   流動資産合計   1,574,344 83.5 1,670,758 76.3  1,589,927 82.2

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※１  5,996 13,528  9,725

 ２ 無形固定資産   4,738 16,543  5,763

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  99,950 198,976 99,980 

  (2) 関係会社株式  130,721 189,041 130,721 

  (3) 差入保証金  49,992 77,011 77,263 

  （4）その他  20,640 24,101 21,349 

    貸倒引当金  ― 301,305 △113 489,017 ― 329,316

   固定資産合計   312,040 16.5 519,088 23.7  344,804 17.8

   資産合計   1,886,385 100.0 2,189,846 100.0  1,934,731 100.0
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前第3四半期会計期間末 

(平成19年11月30日) 

当第3四半期会計期間末 

(平成20年11月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成20年２月29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   258,486 283,974  203,838

 ２ 一年以内償還予定社債   ― 100,000  ―

 ３ 未払法人税等   110,134 96,260  144,655

 ４ 賞与引当金   12,100 13,642  25,627

 ５ 役員賞与引当金   13,875 13,877  18,500

 ６ 預り金   89,674 115,881  85,474

 ７ その他   49,895 85,259  24,660

   流動負債合計   534,166 28.3 708,895 32.4  502,756 26.0

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債   100,000 ―  100,000

 ２ 退職給付引当金   31,376 41,456  33,470

 ３ その他   ― 4  ―

   固定負債合計   131,376 7.0 41,460 1.9  133,470 6.9

   負債合計   665,542 35.3 750,356 34.3  636,226 32.9

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   246,060 13.0 262,894 12.0  262,496 13.6

 ２ 資本剰余金    

  (1) 資本準備金  196,510 213,344 212,946 

   資本剰余金合計   196,510 10.4 213,344 9.7  212,946 11.0

 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  775,414 999,855 820,188 

   利益剰余金合計   778,301 41.3 1,002,742 45.8  823,074 42.5

 ４ 自己株式   ― ― △39,498 △1.8 ― ― ―

   株主資本合計   1,220,872 64.7 1,439,484 65.7  1,298,517 67.1

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価 

   差額金 
  △29 △0.0 5 0.0  △11 △0.0

評価・換算差額等合計   △29 △0.0 5 0.0  △11 △0.0

   純資産合計   1,220,842 64.7 1,439,490 65.7  1,298,505 67.1

   負債純資産合計   1,886,385 100.0 2,189,846 100.0  1,934,731 100.0
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(2) 四半期損益計算書 

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

当第3四半期会計期間 
(自 平成20年３月１日 
至 平成20年11月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29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  6,076,691 6,940,820 7,977,404 

 ２ その他事業収入  1,496 6,078,187 100.0 ― 6,940,820 100.0 1,518 7,978,922 100.0

Ⅱ 営業原価    

 １ 輸送事業仕入   4,798,892 79.0 5,554,276 80.0  6,311,278 79.1

   売上総利益   1,279,294 21.0 1,386,543 20.0  1,667,643 20.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費   892,278 14.6 950,915 13.7  1,210,356 15.2

   営業利益   387,016 6.4 435,628 6.3  457,287 5.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  63,533 1.0 26,698 0.4  78,781 1.0

Ⅴ 営業外費用 ※２  17,424 0.3 2,331 0.1  18,116 0.2

   経常利益   433,125 7.1 459,995 6.6  517,952 6.5

Ⅵ 特別利益 ※３  1,055 0.0 3,710 0.1  1,732 0.0

   税引前第3四半期(当期) 
   純利益 

  434,180 7.1 463,706 6.7  519,684 6.5

   法人税、住民税及び 
事業税 

 208,293 207,461 241,755 

   法人税等調整額  △7,406 200,887 3.3 △7,801 199,660 2.9 △137 241,618 3.0

   第3四半期(当期)純利益   233,293 3.8 264,045 3.8  278,066 3.5
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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 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・換算 
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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当第３四半期会計期間(自 平成 20 年３月１日 至 平成 20 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 

自己株式 株主資本 
合計 

平成20年２月29日残高(千円) 262,496 212,946 212,946 2,886 820,188 823,074 ― 1,298,517

第3四半期会計期間中の変動額    

 新株の発行 398 398 398 ― ― ― ― 797

 剰余金の配当 ― ― ― ― △84,378 △84,378 ― △84,378

 第3四半期純利益 ― ― ― ― 264,045 264,045 ― 264,045

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― △39,498 △39,498

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) 

398 398 398 ― 179,667 179,667 △39,498 140,967

平成20年11月30日残高(千円) 262,894 213,344 213,344 2,886 999,855 1,002,742 △39,498 1,439,484

 
評価・換算差額等 

項目 
その他有価証
券評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成20年２月29日残高(千円) △ 11 △ 11 1,298,505

第3四半期会計期間中の変動額  

 新株の発行 ― ― 797

 剰余金の配当 ― ― △84,378

 第3四半期純利益 ― ― 264,045

 自己株式の取得 ― ― △39,498

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） 

17 17 17

第3四半期会計期間中の変動額
合計(千円) 

17 17 140,985

平成20年11月30日残高(千円) 5 5 1,439,490
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前事業年度(自 平成 19 年３月１日 至 平成 20 年２月 29 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

事業年度中の変動額   

 新株の発行 178,723 178,723 178,723 ─ ─ ─ 357,447

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

 当期純利益 ─ ─ ─ ─ 278,066 278,066 278,066

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

178,723 178,723 178,723 ─ 227,929 227,929 585,376

平成20年２月29日残高(千円) 262,496 212,946 212,946 2,886 820,188 823,074 1,298,517

 
評価・換算差額等 

項目 
その他有価証
券評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成19年２月28日残高(千円) ― ― 713,140

事業年度中の変動額  

 新株の発行 ― ― 357,447

 剰余金の配当 ― ― △50,137

 当期純利益 ― ― 278,066

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

△11 △11 △11

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

△11 △11 585,364

平成20年２月29日残高(千円) △11 △11 1,298,505
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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19年３月１日 
至 平成19年11月30日) 

当第3四半期会計期間 
(自 平成20年３月１日 
至 平成20年11月30日) 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日) 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

(1) 有価証券 

――― 

 

(1) 有価証券 

  ①満期保有目的の債券 

   償却原価法 

(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。 

  ②子会社株式 

      同左 

  ①子会社株式 

同左 

   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）を採用しております。 

  ③その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 

   

  ②その他有価証券 

   時価のあるもの 

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）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。 

   時価のないもの 

同左 

 

   時価のないもの 

同左 

 

 (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 

――― 

   

(3) たな卸資産 

――― 

 

２．固定資産の減価償却の

方法 

(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 

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～15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 

     同左 

 

 

 

 

 

 

 (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19年３月１日 
至 平成19年11月30日) 

当第3四半期会計期間 
(自 平成20年３月１日 
至 平成20年11月30日) 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29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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(4) 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19年３月１日 
至 平成19年11月30日) 

当第3四半期会計期間 
(自 平成20年３月１日 
至 平成20年11月30日) 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29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。 

 

――― 

（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19年３月１日 
至 平成19年11月30日) 

当第3四半期会計期間 
(自 平成20年３月１日 
至 平成20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19年３月１日 
至 平成19年11月30日) 

当第3四半期会計期間 
(自 平成20年３月１日 
至 平成20年11月30日) 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日) 

 

――― 

（固定資産の減価償却方法） 

 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3月31日以前

に取得したものについては、償却可能限度

額まで償却が終了した翌年から5年間で均

等償却する方法によっております。 

これによる損益に与える影響は、軽微で

あります。 

 

――― 
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(5) 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19年11月30日) 

当第3四半期会計期間末 

(平成20年11月30日) 

前事業年度末 

(平成20年２月29日) 

※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 

12,846千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

10,489千円

 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 

愛特（香港） 

有限公司 

9,582

(643千HK$)
借入債務 

 

 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 

愛特（香港） 

有限公司 

9,421

(643千HK$)
借入債務

 

 
(四半期損益計算書関係) 
前第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) 

当第3四半期会計期間 
(自 平成20年３月１日 
至 平成20年11月30日) 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日) 

※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 

受取利息 2,005千円

有価証券利息 2,848千円

保険代理店収入 2,322千円

為替差益 17,171千円

長期未請求債務 

償却益 
2,206千円

 

※１．営業外収益の主要項目 

受取利息 2,288千円

有価証券利息 1,277千円

為替差益 32,340千円

長期未請求債務 

償却益 
1,910千円

保険解約返戻金 37,162千円
 

※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 

支払利息 868千円

社債利息 776千円

自己株式取得費用 344千円

デリバティブ評価損 270千円
 

※２．営業外費用の主要項目 

社債利息 1,030千円

株式交付費 2,486千円

デリバティブ評価損 2,857千円

事務所退去費用 2,579千円

株式公開関連費用 8,428千円
 

※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 3,710千円
 

※３．特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益 1,732千円
 

 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 2,357千円

無形固定資産 1,220千円
 

 ４．減価償却実施額 

有形固定資産 2,003千円

無形固定資産 1,496千円
  

 
(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 19 年３月１日 至 平成 19 年 11 月 30 日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 
該当事項はありません。 

 
当第３四半期会計期間(自 平成 20 年３月１日 至 平成 20 年 11 月 30 日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 

株式数 

当第3四半期会計期間 

増加株式数 

当第3四半期会計期間 

減少株式数 

当第3四半期会計期間末 

株式数 

普通株式(株) ― 500 ― 500

合計 ― 500 ― 500

(注) 普通株式の自己株式数の増加は、取締役会決議に基づく市場買付けによるものであります。 
 
前事業年度(自 平成 19 年３月１日 至 平成 20 年２月 29 日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 
該当事項はありません。 
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(リース取引関係) 
前第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) 

当第3四半期会計期間 
(自 平成20年３月１日 
至 平成20年11月30日) 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29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 

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)

工具器
具備品

4,799 399 4,399

ソフト
ウェア

62,100 28,099 34,001

合計 66,900 28,499 38,400

 

 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

57,386 18,863 38,523

 

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．未経過リース料第3四半期末残高相当

額 

１年以内 13,366千円

１年超 25,849千円

合計 39,215千円
 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 11,359千円

１年超 27,799千円

合計 39,158千円
 

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 10,215千円

減価償却費相当額 9,636千円

支払利息相当額 758千円
 

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 11,186千円

減価償却費相当額 10,579千円

支払利息相当額 916千円
 

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 19 年 11 月 30 日)、当第３四半期会計期間末（平成 20 年 11 月 30 日）及び前

事業年度末（平成 20 年２月 29 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。 

 

(企業結合等関係) 

 
該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

至 平成19年11月30日) 至 平成20年11月30日)  至 平成20年２月29日) 

前第3四半期会計期間 
(自 平成19年３月１日 

当第3四半期会計期間 
(自 平成20年３月１日 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

１株当たり純資産額 53,091円67銭 
 

１株当たり純資産額 60,905円02銭
 

１株当たり純資産額 53,862円01銭
 

１株当たり第3四半期純利

益 
10,207円09銭 

 

１株当たり第3四半期純利

益 
10,969円61銭

 

１株当たり当期純利益 12,125円01銭

  
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 

 

 
潜在株式調整後 

１株当たり第3四半期純利

益 

10,783円89銭

 

 
潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
11,404円07銭

 

 

(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19年11月30日) 

当第3四半期会計期間末 

(平成20年11月30日) 

前事業年度末 

(平成20年２月29日) 

純資産の部の合計額(千円) 1,220,842 1,439,490 1,298,505

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) 1,220,842 1,439,490 1,298,505

普通株式の発行済株式数(株) 24,10822,995 24,135

普通株式の自己株式数(株) ― 500 ―

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) 
22,995 23,635 24,108

 

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19年３月１日 
至 平成19年11月30日) 

当第3四半期会計期間 
(自 平成20年３月１日 
至 平成20年11月30日) 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日) 

四半期損益計算書上の第3四半期

(当期)純利益(千円) 
233,293 264,045 278,066

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) 
233,293 264,045 278,066

普通株式の期中平均株式数(株) 22,856 24,070 22,933

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 1,522 414 1,449

普通株式増加数（株） 1,522 414 1,449

 
 
(重要な後発事象) 

     
該当事項はありません。 
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