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1.  21年2月期の連結業績（平成20年3月1日～平成21年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年2月期 10,006 11.5 572 9.9 603 4.4 359 16.9
20年2月期 8,974 23.5 521 20.3 577 30.0 307 21.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率

営業収益営業利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年2月期 15,017.52 14,771.00 24.6 26.9 5.7
20年2月期 13,405.53 12,608.45 22.3 30.3 5.8

（参考） 持分法投資損益 21年2月期  ―百万円 20年2月期  ―百万円

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 2,297 1,554 67.3 65,571.90
20年2月期 2,202 1,404 62.6 57,180.49

（参考） 自己資本  21年2月期  1,546百万円 20年2月期  1,378百万円

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 329 △227 △157 1,084
20年2月期 261 △299 314 1,192

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年2月期 ― 0.00 ― 3,500.00 3,500.00 84 26.1 7.3
21年2月期 ― 0.00 ― 4,500.00 4,500.00 106 30.0 7.3

22年2月期 
（予想）

― 0.00 ― 4,500.00 4,500.00 29.5

3.  22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

5,408 10.0 213 △22.0 225 △16.5 121 △22.7 5,158.46

通期 11,634 16.3 579 1.2 604 0.2 359 0.1 15,256.51
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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）  有  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、21ページ「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」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） 1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「1株当たり情報」をご覧下さい。 

新規 1社 （社名 株式会社ＡＩＴソリューションズ ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年2月期 24,390株 20年2月期 24,108株

② 期末自己株式数 21年2月期 800株 20年2月期 ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年2月期の個別業績（平成20年3月1日～平成21年2月28日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年2月期 8,820 10.5 509 11.4 541 4.5 314 13.1
20年2月期 7,978 18.4 457 19.3 517 29.3 278 25.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年2月期 13,139.61 12,923.92
20年2月期 12,125.01 11,404.07

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 2,092 1,469 70.2 62,281.06
20年2月期 1,934 1,298 67.1 53,862.01

（参考） 自己資本 21年2月期  1,469百万円 20年2月期  1,298百万円

2.  22年2月期の個別業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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、3ページを参照してください。 

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

第2四半期 
累計期間

4,561 4.1 236 △4.9 251 0.7 148 3.8 6,293.56

通期 9,606 8.9 560 10.0 591 9.3 342 9.0 14,536.88
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株式会社エーアイテイー（9381） 平成 21年 2月期 決算短信 

１．経営成績 
(1) 経営成績に関する分析 

当連結会計年度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、景気は後退局面をより鮮明にするものとなりました。 
一方、当社グループが属するフォワーダー業界におきましては、2008 年度の日中間貿易は、貨物輸送実績が

輸出入合計で過去最高を更新した 2007 年度から一転して、日本からの輸出は半導体や電子機器の不調から前年

同期比 2.4％減少の 95 万 8,317TEU、輸入も衣料品や食料品の不調から前年同期比 4.9％減少の 206 万 8,665TEU、

輸出入合計でも前年同期比 4.1％減少の 302 万 6,982TEU と 1998 年以来 10 年ぶりの前年割れとなりました。 

このような状況下、当社グループの事業環境は、消費者の購買意欲の落込みから、百貨店／スーパー等の小

売業界全体の業績が、軒並み前年割れをきたしたことから、取扱貨物の多くを消費関連材に依存する当社グル

ープにとっては、これら小売業界の業績不振や在庫調整の影響を少なからず受ける結果となり、非常に厳しい

事業環境で推移いたしました。 

しかしながら、景況の悪化や日中間の貨物量が全般的に落込む環境下にあっても、取扱貨物量の減少をカバ

ーすべく、国内外の景況に左右されることのない他社を圧倒する強固な営業基盤の確立と海外ネットワークの

競争力を武器に、陸、海、空、通関と全ての輸送モードを取り揃えたトータル的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潜在需要の掘起こしを行いながら受注の拡大と収益性の確保に努めてまい

りました。 

以上の結果、日中間の貨物量が全般的に落込む中で、また、急激な円高による営業収益への圧迫要因があっ

たものの、当社グループの当連結会計年度の営業収益は 10,006 百万円（前年同期比 11.5％増）、営業利益 572

百万円（前年同期比 9.9％増）、経常利益 603 百万円（前年同期比 4.4％増）、当期純利益 359 百万円（前年同

期比 16.9％増）となり、いずれも増収増益を達成することができました。 

 

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 
  国内景気の影響を受け、一部の既存顧客で取扱量が落込みましたが、新規顧客の獲得と潜在需要の掘起

しによって、営業収益は名古屋地区では前年同期比△5.8％と落込んだものの、東京地区は前年同期比

18.1％増、大阪地区は同 10.0％増と堅調に推移いたしました。また、輸送別では、海上輸送は 87,501TEU

（前年同期比 6.1％増）、航空輸送は 1,685 トン（前年同期比 46.6％増）、通関受注は 16,667 件（前年同

期比 36.2％増）といずれも堅調に推移いたしました。 

  以上の結果、日本における営業収益は 8,811 百万円（前年同期比 10.9％増）、営業利益は 504 百万円

（前年同期比 10.3％増）となりました。 

②中国・香港 

  上海現地法人、香港現地法人ともに、日本向け海上貨物の取扱いが順調に推移したことに加え、航空貨

物の分野においても、日本向けや欧米向けの貨物の取扱いが、上海現地法人が前年同期比 52.8％増、香港

現地法人が同 51.0％増と順調に推移した結果、営業収益は 1,164 百万円（前年同期比 17.9％増）、営業利

益は 56 百万円（前年同期比 14.8％減）となりました。 

③東南アジア 

  大口顧客の貨物量の落込みから、営業収益は 30 百万円（前年同期比 27.8％減）、営業利益は 0 百万円

（前年同期は営業損失 2百万円）となりました。 

   
＜次期の見通し＞ 

次期見通しにつきましては、世界的な不況と金融危機による景気後退の局面は長期化し、企業業績及び個人

消費動向は、ますます弱含みで推移するものと予想されます。 
また、当社グループの得意とする日中間の貨物量も、国内消費に回復の兆しが見えないことから、引き続き

低調に推移するものと考えております。 
このような状況下、当社グループは、営業力の強化と顧客の物流ニーズにあった的確な物流サービスを提供
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することで受注の拡大と収益性の確保に努めてまいります。 
その一つが、子会社㈱AIT ソリューションズの 3PL（サード・パーティー・ロジスティクス）事業の早期立ち

上げにあります。 

近年、産業界ではサプライチェーン・マネジメント（SCM）を構築して在庫量を大幅に圧縮、運送から保管流

通加工を含む一括アウトソーシングによって物流コストを削減しようとする動きが増えてきております。この

顧客ニーズを取り込むのが 3PL（サード・パーティー・ロジスティクス）であり、当社グループは、ノンアセッ

ト型の 3PL（サード・パーティー・ロジスティクス）分野へ進出することで、物流の生産地から消費地までの一

貫輸送を担うことが可能となります。 

一方、海外での事業展開につきましては、日中間の貨物量の先行きに不透明感はあるものの、生産大国、消

費大国たる中国を上回る新たな国が出てくるとは考えにくく、当社グループは、CHINA PLUS ONE の基本戦略を

変更することなく、企業価値を高める諸施策を講じてまいります。 

近年、中国の部材産業の発達は目覚ましく、中国で生産された部材・素材が東南アジア諸国へと流れ、東南

アジア諸国で加工された完成品が世界各地へと流れております。当社グループは、新たな物の流れを絶好のビ

ジネスチャンスと捉え、上海、香港にタイ、ベトナムも加えた国際物流ネットワークの更なる強化とシナジー

効果の最大化を図りながら、グローバルな視点での事業展開を推し進め、より一層の業容拡大に努めてまいり

ます。 

以上の状況を踏まえた上で、次期の連結業績は、営業収益 11,634 百万円、営業利益 579 百万円、経常利益

604 百万円、当期純利益 359 百万円を見込んでおります。 

 

なお、上記の業績見通しの将来に関する記述は、現在、当社が入手している情報及び合理的であると判断す

る一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

 

 (2) 財政状態に関する分析 
① 資産、負債及び純資産の状況 
 当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 95 百万円増加し、2,297 百万円となりました。

これは主に、現金及び預金が 52 百万円減少した一方で、基幹システムの機能拡張により無形固定資産が 37 百

万円増加したこと及び余剰資金の運用として投資有価証券 99 百万円等の増加要因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 54 百万円減少し、743 百万円となりました。これは主に、預り金が 27 百

万円増加したこと及び受給対象者の増加による退職給付引当金が 11 百万円増加した一方で、買掛金が 49 百万

円減少したこと及び海外子会社での短期借入金の返済 9 百万円、未払法人税等 33 百万円等の減少要因によるも

のであります。純資産は、剰余金の配当 84 百万円及び自己株式の取得による 67 百万円の減少要因に対し、純

利益の計上により前連結会計年度末に比べ 149 百万円増加し、1,554 百万円となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

 当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 108 百

万円減少し、1,084 百万円となりました。 

 当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 329 百万円（前年同期比 68 百万円増）となりました。これは主に、税金等

調整前当期純利益が 607 百万円に対し、法人税等の支払額 283 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 227 百万円（前年同期比 72 百万円減）となりました。これは主に、定期預金

の払戻 114 百万円、有価証券の償還 100 百万円等の資金の増加要因に対し、余剰資金の安定運用のための定期

預金への預入 170 百万円、有価証券 99 百万円と投資有価証券 98 百万円の購入及び基幹システムの機能拡張に
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よる無形固定資産の取得 41 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 157 百万円（前年同期は 314 百万円の獲得）となりました。これは主に、

自己株式の取得による支出 68 百万円及び親会社による配当金の支払 83 百万円等の資金の減少要因によるもの

であります。 

 
 
 (参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成19年2月期 平成20年2月 平成21年2月 

自己資本比率（％） 47.6 62.6 67.3 

時価ベースの自己資本比率（％） ― 156.5 72.3 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 0.3 43.6 31.0 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 771.1 144.3 127.1 

自己資本比率：自己資本／総資産 
        時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
        キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
        インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
（注２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 
（注３）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を

対象としております。また、利払いにつきましては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額

を使用しております。 
（注４）平成 19 年 2 月期における時価ベースの自己資本比率については、当社株式が未上場であるため

記載しておりません。 
         

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 
当社グループは、株主の皆様への利益還元の充実と、将来における国内外での事業展開及び経営基盤の強化

を図るための内部留保の充実を総合的に勘案し、「安定的且つ継続的な配当」の基本方針に基づき、各期の連

結業績及び配当性向等を考慮しながら適切な利益配分の実施に努めてまいります。 
なお、当期の期末配当金につきましては、上記の配当方針及び中期数値目標である配当性向 30％の実現に基

づき、1株当たり 4,500 円を予定しております。 

また、次期の配当金につきましては、当期と同様の配当方針から、1 株当たり 4,500 円を予定しております。 

 
(4) 時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績 

平成 19 年 3 月 14 日に実施した公募増資（調達金額 322 百万円）の資金使途計画及び資金充当実績は、概略

以下のとおりであります。 

①資金使途計画 

  平成 19 年 3 月 14 日に実施した公募増資の手取調達資金 255 百万円は、全額を運転資金（人材の確保・

育成の資金、新規事業である国際航空貨物輸送事業の拡充資金等）に充当する予定であります。 

②資金充当実績 

  資金充当実績は、以下のとおりであります。 

人材の確保・育成    181 百万円

上海愛意特国際物流有限公司増資引受  58 百万円

愛特（香港）有限公司増資引受   22 百万円

㈱AIT ソリューションズ設立  50 百万円

（注）海外子会社での人材の確保・育成、国際航空貨物輸送事業の展開に資するため、上海愛意特国

際物流有限公司、愛特（香港）有限公司の増資引受にて充当しております。 
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(5) 事業等のリスク 
① 中国情勢の変化について 

当社グループが展開する国際貨物輸送事業における主要な収益源は、日中間の海上コンテナ輸送の取扱いと

なっております。そのため、中国における政治的・経済的な混乱の発生、中国政府の政策変更（外資企業への

規制強化等）、人民元の切上げ、反日運動の発生等の影響により、日中間の国際物流環境に大きな変化が生じ

た場合、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 
 

② グローバルな事業展開に伴うリスクについて 

当社グループが展開する国際貨物輸送事業には、以下に掲げるようにグローバルな事業展開に伴う様々なリ

スクが存在しております。当社グループでは、中国以外の地域への事業展開にも注力していく予定であること

から、当該リスクが顕在化した場合、当社グループの事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 
1. 事業や投資に係る許認可、税制、通商制限等 

2. 戦争、暴動、テロ、ストライキ、その他の要因による社会的混乱 

3. 急激な為替レートの変動 

なお、当社グループとしては、新たに海外に進出する際には現地の政情や経済情勢、当社グループの顧客が

潜在的にもつ当該国との貨物量を勘案するほか、考えられる限りのリスクを把握し対応するよう努めておりま

すが、予期せぬカントリーリスクが発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
   

③ 外貨建て債権債務及び連結財務諸表に与える為替変動リスク 

    当社グループは、国際貨物輸送事業において、その運賃収入及び運賃仕入の一部は米ドル建てであるため、

為替レートの変動により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、海外連結子会社にお

ける営業収益、費用及び資産等の現地通貨建ての項目は、連結財務諸表作成のために円換算しております。従

って、円換算時の為替レートにより、これらの項目の円換算後の価値が影響を受ける可能性があり、為替レー

トの変動は、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④ 法的規制について 

（国際貨物輸送事業） 

当社グループの行う国際貨物輸送事業は、輸送手段（船舶・自動車等）を所有・運行せず、荷主の需要に応

じて、船会社等の実運送業者のサービスを利用して貨物輸送を行い、顧客（荷主）に対して輸送責任を引き受

ける貨物利用運送事業者として「貨物利用運送事業法」の規制を受けております。当社グループでは「貨物利

用運送事業法」に基づき、国土交通大臣より「第一種貨物利用運送事業」の登録及び「第二種貨物利用運送事

業」の許可を受けております。当該登録及び許可には期限の定めはありませんが、貨物利用運送事業に関し不

正な行為を行った場合などの事由により、期間を定めた事業の全部もしくは一部の停止、あるいは、登録・許

可が取り消される可能性があります。 
また、当社グループでは貨物輸送に附帯する業務として通関業を行っており、所轄税関長より「通関業法」

に基づく通関業の許可を受けております。当該許可についても期限の定めはありませんが、不正な手段により

通関業の許可を受けたことが判明した場合などの事由により、許可が取り消される可能性があります。 
当社グループでは中国においても、無船承運（NVOCC）業務経営資格登録、無船承運（NVOCC）業務営業

許可を受けており、これらの登録・許可についても不正行為を行った場合に登録・許可が取り消される可能性

があります。 
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許認可等の名称 所轄官庁等 許認可等の内容 有効期限 

第一種貨物利用運送事業 国土交通大臣 事業経営の登録 期限の定め無し

第二種貨物利用運送事業 国土交通大臣 事業経営の許可 期限の定め無し

通関業 所轄地税関長 事業経営の許可 期限の定め無し

無船承運（NVOCC）業務経営資格登録 中華人民共和国交通部 事業経営の登録 2010 年 12 月 7 日

無船承運（NVOCC）業務営業許可 中華人民共和国上海工商局 事業経営の許可 2015 年 11 月 8 日

 
（その他事業） 
当社グループは、その他事業として国内連結子会社㈱AIT ソリューションズが 3PL（サードパーティー・ロジ
スティクス）事業及び物流コンサルティング事業を行っておりますが、当該事業の附帯業務として人材の派遣

業務を行う場合があります。このため、人材の派遣業務においては、厚生労働大臣に対して「特定労働者派遣

事業」の登録をしており「労働者派遣法」の規制を受けております。 
 

許認可等の名称 所轄官庁等 許認可等の内容 有効期限 

特定労働者派遣事業 厚生労働大臣 事業経営の登録 期限の定め無し

 
本書提出日現在、当社グループにはこれらの登録・許可の取消し事由に該当する事実はありませんが、将来

何らかの理由により、登録・許可の取消し等の事態が発生した場合、当社グループの経営及び業績に重大な影

響を及ぼす可能性があります。 
 

⑤ 燃油価格及び船舶需給の変動等による仕入価格の変動について 

当社グループは、船舶・自動車等を持たず、顧客から受託した貨物の輸送を実運送業者（船会社・自動車運

送業者等）に委託しております。このため、燃油価格の上昇や船腹・車両不足等により実運送業者の輸送運賃

が上昇した場合、当社グループの仕入コストが不利となります。このような事由により大幅な仕入コストの上

昇が起こり、販売価格への転嫁ができなかった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

⑥ 輸送事故について 

当社グループは、国際貨物輸送事業者として培ったノウハウを通じて、顧客の貨物が安全かつ確実に輸送さ

れるよう細心の注意を払っております。しかし、万が一、輸送事故等が発生した場合には、社会的信用の低下

や補償費用等が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

⑦ 人材の確保について 

当社グループが展開する国際貨物輸送事業においては、国内外の物流事業に精通した人材の確保・育成が必

要不可欠であります。今後、経営計画に基づいた事業の拡大を継続していくためには、企業の成長に応じた人

材のさらなる確保・育成が必要となります。このため、当社グループでは中途採用及び人材紹介会社を通じて

人材の確保に努め、さらに人材の育成のために社員研修の充実を図っております。しかしながら、当社グルー

プの事業拡大に見合った人材の確保・育成が出来なかった場合、当社グループの事業活動に影響を及ぼす可能

性があります。 
 

⑧ 特定業種への依存について 

当社グループの売上高は、繊維・雑貨関連の企業への依存度が 85％と非常に高くなっております。当社グル

ープとしては、幅広い業種を対象として営業展開をする方針ですが、特定業種の景況の悪化等が、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑨ 売上債権及び立替金の貸倒について 

当社グループでは、売上債権は特定の取引先に集中することなく、千数百社にのぼる多数の取引先に対して

分散されております。売上債権の貸倒リスクは、これらの取引先の財務状況に影響を受けることになりますが、

当社グループの取引先の多くが繊維・雑貨関連の企業であり、これらの業界の全般的な景気低迷の結果、売上

債権の貸倒が増加し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
また、通関業を行う場合、当業界の商習慣として、顧客が輸入する貨物の輸入関税等の立替が発生すること

があります。当社グループでは出来る限り関税等の立替を行わない方針をとっておりますが、万が一、立替金

の貸倒が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

⑩ 自然災害について 

当社グループでは、船舶・自動車等による国際貨物輸送事業を展開しております。このため、地震・台風等

の自然災害により当社グループが委託する実運送業者の貨物輸送に支障を来した場合、顧客への輸送サービス

が停止することによる売上高の減少等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

⑪ 一般的な景気動向について 

当社グループが展開する国際貨物輸送事業は、国際間の物流量の影響を受けるため、国内外の景気動向が当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

⑫ 競争激化について 

当社グループは、常に同業他社との競争・競合にさらされております。当社グループでは独自の輸送サービ

スの開発・価格競争力の強化に努めておりますが、新規参入業者の増加、価格競争の激化等が当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

⑬ システムリスクについて 

当社グループでは経理業務・国際貨物輸送業務管理等に関して、情報システムを活用しております。当社グ

ループでは、業容の拡大に伴い、情報システムの強化を行っていく予定であるほか、システム障害に備えて、

データの定期的なバックアップを行っております。しかしながら、何らかのトラブルによりこれらの情報シス

テムに障害が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

⑭ 顧客・個人情報の管理について 

当社グループでは、顧客・個人等の情報を取扱っており、コンプライアンスや顧客・個人情報管理の徹底な

ど、社内教育を通じて情報管理体制の強化に努めております。しかしながら、情報の外部漏洩やデータ喪失等

の事態が発生した場合、当社グループの社会的信用の低下や業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

⑮ 戦略的事業提携について 
当社グループは、より高度な付加価値サービスの提供や事業基盤の拡大及び補強のためには、事業戦略の一

環として他企業との戦略的提携を行う可能性があります。戦略的提携につきましては、事前に十分な検討やデ

ューデリを行いますが、提携後の事業計画が当初の計画通りに進捗しない場合には、当社グループの業績およ

び財務状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。 
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⑯ ストック・オプションについて 

当社グループは、取締役及び従業員に対して業績向上や士気を高めることを目的としてストック・オプショ

ン制度を採用しております。本書提出日現在、ストック・オプションによる潜在株式数は 303 株で、発行済株

式総数（自己株式控除後）に対する比率は 1.3％となっております。このため、同制度によって付与されたスト

ック・オプションが行使された場合、当社の 1 株当たりの株式価値は希薄化する可能性があります。また、当

社グループは、役員・従業員の士気を高め有能な人材を獲得するためのインセンティブプランとして今後も新

株予約権の付与を行う可能性がありますが、さらなる新株予約権の付与は、株式価値の希薄化を招く恐れがあ

ります。 
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２．企業集団の状況 
当社グループは、当社及び国内連結子会社 1社及び海外連結子会社 4社で構成されております。 
当社及び海外連結子会社は、国際貨物輸送事業を主な事業内容としており、国内連結子会社は、3PL（サード
パーティー・ロジスティクス）事業及び物流コンサルティング事業を主な事業内容としております。 
 当社グループの事業系統図は、次の通りであります。 
 

《国際貨物輸送事業》 《国際貨物輸送事業》 《3PL事業》※

国際貨物輸送サービス 国際貨物輸送サービス 物流業務の管理・運営サービス

の提供 の提供 の提供

物流戦略の企画・立案サービス

の提供

日本国外における貨物輸送の委託

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

顧客

国内連結子会社

㈱AITソリューションズ

当社（株式会社エーアイテイー）

海外連結子会社

《物流コンサルティング事業》※

 
   ※3PL事業及び物流コンサルティング事業は「その他事業」であります。 

 
３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 
当社グループは、創業以来、①お客様への最適な物流方法を提案する「提案力」、②中国を中心とした海外

拠点の確かな「ネットワーク」、③物流情報をタイムリーに提供できる「オペレーティング」の 3 つをキーワ
ードに、お客様の多様な物流ニーズにお応えしてまいりました。 
このキーワードをもとに、当社グループでは次の 4つを経営基本方針として掲げております。 

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

ビスを研究開発します。 
２．拠点網を拡大し、お客様により密着した物流サービスを提供できる、ワールドワイドな総合物流企

業を目指します。 
３．創造力豊かで世界に挑戦する勇気ある人材を育成します。 
４．人間性を尊重し、風通しの良い魅力ある職場を作ります。 

当社グループは、この基本方針のもと、企業倫理を尊重しながら、顧客・株主・従業員にとって存在価値の

ある企業グループとして、社会や経済の発展に貢献するとともに持続的成長と企業価値の向上に努めてまいり

ます。 
 

(2) 目標とする経営指標 
当社グループは、経営方針に基づき安定的かつ持続的な成長と利益の確保を経営目標にしております。しか

し、当社グループは成長期にあるため計数比較があまり有効的でないことから、経営指標を掲げることは控え

ております。 
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(3) 中長期的な会社の経営戦略 
当社グループは、これまで日中間の海上輸送サービスを主体として事業展開を図ってまいりました。多様化

する顧客の物流ニーズに合った最適な物流サービスの開発と提供、そして海上輸送を基軸とした海外拠点ネッ

トワークの拡充を図るなど、従来からの成長路線を堅持しながら、国内では東京地区での営業力強化と航空輸

送サービスの強化、そして海外では中国のみならず日系企業の進出著しい東南アジア地域での事業基盤の強化

を図ってまいります。 
また、より高度な付加価値サービスの提供、事業基盤の拡大や補強のためには、他企業との戦略的提携が必

要不可欠と判断した場合には、これらの事業提携を通じて、総合的な物流サービスの展開を推し進めていくこ

とを中長期戦略として掲げ、持続的成長と企業価値の向上に努めてまいります。 
 

(4) 会社の対処すべき課題 
当社が対処すべき主な課題は次のとおりであります。 

① 国際物流ネットワークの強化 
当社グループは、現在、中国及びタイに海外現地法人、ベトナムに駐在員事務所を構えております。各海外

現地法人の事業領域の明確化とシナジー効果の最大化を図り、グループの海外ネットワークを最大限に活用し

ながら、海外パートナーとの提携を強化することにより、これまで以上の事業の拡大を推し進めております。 

また、近年における中国の部材産業の発達に伴い、中国進出企業の部材の現地調達が進む一方で、人民元切

上による生産拠点の中国からベトナム、タイ等、東南アジア諸国へのシフトが進んでおります。当社グループ

は、同業他社との差別化を明確にし、かつ、東南アジア諸国でのアドバンテージをとるためにも、永年培って

まいりました中国での国際物流ノウハウを活かし、ASEAN 地域での国際物流ネットワークの強化を図ってまいり

ます。 
 
② 人材の確保 
当社グループは、設立当初より急速な発展を遂げてまいりましたが、今後も経営計画に基づいた事業の拡大

を継続していくためには、企業の成長に応じた人材の確保及び育成が必要であると考えております。 
当社グループの事業である国際貨物輸送サービスは、ますますグローバル化しつつあり、国内及び世界各国

の物流事情に精通した知識・経験を持つ人材の確保が、今後の当社グループの営業活動及び海外展開のための

最も重要な課題であると認識しております。 
人材の採用に関しては、当年より本格的な新卒採用を始めており、また、即戦力の確保として従来からの中

途採用及び人材紹介会社の積極的な利用を行っております。さらに人材の育成についてはオン・ザ・ジョブ・

トレーニングを中心とした一般社員研修と対象者を絞った不定期に実施される特別社員研修の充実を図ってお

ります。 
来期以降も、積極的な海外展開のための管理職クラスの人材採用及び育成、新入社員の計画的な社員研修に

よる育成を当社グループの最重要課題として対処してまいります。 
 

③ 総合物流サービス体制の強化 
当社グループは、お客様のより多様な物流ニーズにお応えするためにも、海上輸送、航空輸送さらには陸上

輸送も加えた陸海空全ての輸送モードを取り揃え、多様な物流ニーズに対応できる体制の構築を図ってまいり

ます。 
また、これまでのフォワーディング業務のみならず、子会社㈱AIT ソリューションズを通してノンアセット

型の 3PL（サードパーティー・ロジスティクス）事業分野へも進出し、商品の入荷から保管、流通加工、梱包、
出荷検品等、生産地から消費地までの一貫輸送サービスの強化に取組んでまいります。 
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④ メーカー物流への取組み 
当社グループは、顧客の大多数が繊維・雑貨関連企業であり、特定業種の景況の悪化が、当社グループの業

績に重要な影響を及ぼす可能性があります。業績への影響をより軽微なものにすると同時に、メーカー物流を

取扱うことで、当社グループの物流ノウハウの蓄積と更なる高度化を目指してまいります。 
 
⑤ 内部管理体制の強化 
当社グループは、昨今の急激な業務拡大に対応するため、経営上の組織体制を整備し、内部管理体制を強化

するなど必要な施策の実施により、コーポレート・ガバナンスの推進に取組んでおります。 
この内部管理体制を有効に機能させることが、企業価値を高め、効率的かつ健全な企業経営を実現するもの

と確信しております。また透明性の高い経営、相互牽制の働いた内部管理体制の整備・強化に努めてまいりま

す。 
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４．連結財務諸表 
(1) 連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

(平成20年２月29日) 

当連結会計年度 

(平成21年２月28日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  1,306,933 1,254,800   △ 52,132

 ２ 売掛金  404,414 423,555   19,140

 ３ 有価証券  99,907 99,873   △ 33

 ４ 繰延税金資産  22,577 22,887   309

 ５ その他  84,827 80,498   △ 4,328

   貸倒引当金  △ 1,651 △ 2,202   △ 551

   流動資産合計  1,917,008 87.0 1,879,413 81.8  △ 37,594

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産  55,680 46,559  △ 9,121 

    減価償却累計額  △ 22,959 32,720 △ 20,562 25,996  2,397 △ 6,723

   有形固定資産合計  32,720 1.5 25,996 1.1  △ 6,723

 ２ 無形固定資産  8,593 0.4 46,045 2.0  37,451

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  99,980 199,103  99,123 

  (2) 繰延税金資産  15,090 19,179  4,089 

  (3) 差入保証金  122,767 122,074  △ 692 

  (4) その他  6,260 8,947  2,687 

    貸倒引当金  ― 244,097 11.1 △ 3,016 346,288 15.1 △ 3,016 102,190

   固定資産合計  285,412 13.0 418,330 18.2  132,918

   資産合計  2,202,420 100.0 2,297,744 100.0  95,323
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前連結会計年度 

(平成20年２月29日) 

当連結会計年度 

(平成21年２月28日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 買掛金  295,194 246,154   △ 49,039

 ２ 短期借入金  9,421 －   △ 9,421

 ３ 一年以内償還予定社債  － 100,000   100,000

 ４ 未払法人税等  170,392 136,408   △ 33,983

 ５ 賞与引当金  25,627 25,925   298

 ６ 役員賞与引当金  18,500 20,000   1,500

 ７ 預り金  87,959 115,290   27,330

 ８ デリバティブ負債  44 －   △ 44

 ９ その他  53,631 54,188   556

   流動負債合計  660,770 30.0 697,966 30.4  37,196

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債  100,000 －   △ 100,000

 ２ 退職給付引当金  33,470 44,577   11,106

 ３ 繰延税金負債  444 －   △ 444

 ４ その他  3,061 951   △ 2,109

   固定負債合計  136,976 6.2 45,528 2.0  △ 91,447

   負債合計  797,746 36.2 743,495 32.4  △ 54,251

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金  262,496 11.9 266,660 11.6  4,164

 ２ 資本剰余金  212,946 9.7 217,110 9.4  4,164

 ３ 利益剰余金  896,124 40.7 1,171,194 51.0  275,069

 ４ 自己株式  － △ 67,756 △ 2.9  △ 67,756

   株主資本合計  1,371,567 62.3 1,587,208 69.1  215,641

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価 

差額金 
 △ 11 0.0 － －  11

 ２ 為替換算調整勘定  6,951 0.3 △ 40,367 △ 1.8  △ 47,318

   評価・換算差額等合計  6,939 0.3 △ 40,367 △ 1.8  △ 47,307

Ⅲ 少数株主持分  26,166 1.2 7,407 0.3  △ 18,759

   純資産合計  1,404,674 63.8 1,554,248 67.6  149,574

   負債純資産合計  2,202,420 100.0 2,297,744 100.0  95,323
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(2) 連結損益計算書 

  

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) 

当連結会計年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

Ⅰ 営業収益    

 １ 輸送事業収入  8,972,741 10,000,136  1,027,394 

 ２ その他事業収入  1,518 8,974,260 100.0 6,519 10,006,656 100.0 5,001 1,032,395

Ⅱ 営業原価    

 １ 輸送事業仕入  7,032,893 7,837,324  804,430 

 ２ その他事業仕入  － 7,032,893 78.4 5,527 7,842,852 78.4 5,527 809,958

   売上総利益  1,941,366 21.6 2,163,803 21.6  222,437

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,420,234 15.8 1,591,001 15.9  170,766

   営業利益  521,131 5.8 572,802 5.7  51,670

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  5,010 8,325  3,315 

 ２ 為替差益  28,471 17,070  △ 11,401 

 ３ デリバティブ評価益  － 44  44 

 ４ 負ののれん償却額  － 2,472  2,472 

 ５ 保険解約返戻金  37,162 －  △ 37,162 

 ６ 長期未請求債務償却益  1,910 2,872  961 

 ７ その他  3,862 76,417 0.8 3,423 34,208 0.3 △ 438 △ 42,208

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  1,813 2,136  323 

 ２ 株式交付費  2,486 60  △ 2,426 

 ３ 創立費償却  － 508  508 

 ４ 自己株式取得費用  － 609  609 

 ５ デリバティブ評価損  2,857 －  △ 2,857 

 ６ 事務所退去費用  2,579 560  △ 2,019 

 ７ 株式公開関連費用  8,428 －  △ 8,428 

 ８ その他  1,855 20,020 0.2 81 3,956 0.0 △ 1,774 △ 16,064

   経常利益  577,528 6.4 603,054 6.0  25,526

Ⅵ 特別利益    

 １ 固定資産売却益 ※２ － 707  707 

 ２ 賞与引当金戻入益  － 3,710  3,710 

 ３ 貸倒引当金戻入益  2,075 2,075 0.0 － 4,418 0.1 △ 2,075 2,342

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産除却損 ※３ － － － 276 276 0.0 276 276

   税金等調整前当期純利益  579,603 6.4 607,197 6.1  27,593

   法人税、住民税 

   及び事業税 
 270,380 248,829  △ 21,550 

   法人税等調整額  △ 137 270,243 3.0 △ 4,407 244,422 2.5  △ 4,270 △ 25,820

   少数株主利益  1,927 0.0 3,327 0.0  1,400

   当期純利益  307,433 3.4 359,447 3.6  52,013
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(3) 連結株主資本等変動計算書 
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

 
当連結会計年度(自 平成 20 年３月１日 至 平成 21 年 2月 28 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

連結会計年度中の変動額     

 新株の発行 4,164 4,164 ― ― 8,328 ― ― ― ― 8,328

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

 当期純利益 ― ― 359,447 ― 359,447 ― ― ― ― 359,447

 自己株式の取得 ― ― ― △67,756 △67,756 ― ― ― ― △67,756

 株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額(純額) 

― ― ― ― ― 11 △47,318 △47,307 △18,759 △66,066

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

4,164 4,164 275,069 △67,756 215,641 11 △47,318 △47,307 △18,759 149,574

平成21年2月28日残高(千円) 266,660 217,110 1,171,194 △67,756 1,587,208 ― △40,367 △40,367 7,407 1,554,248
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

  
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)

当連結会計年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日) 

比較増減 

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 税金等調整前当期純利益  579,603 607,197 27,593

 ２ 減価償却費  13,431 17,029 3,598

 ３ 長期前払費用償却  1,064 345 △718

 ４ 負ののれん償却額  ― △2,472 △2,472

 ５ 株式交付費  2,486 60 △2,426

 ６ たな卸資産の増減額（増加△)  5,132 ― △5,132

 ７ 貸倒引当金の増減額 (減少△)  △2,075 3,567 5,643

 ８ 賞与引当金の増減額 (減少△)  8,571 298 △8,273

 ９ 役員賞与引当金の増減額(減少△)  ― 1,500 1,500

 10 退職給付引当金の増減額(減少△)  9,313 11,106 1,793

 11 受取利息  △5,010 △8,325 △3,315

 12 支払利息  1,813 2,136 323

 13 為替差損益  △745 348 1,094

 14 有形固定資産売却益  ― △707 △707

 15 有形固定資産除却損  ― 276 276

 16 デリバティブ評価損益  2,857 △44 △2,901

 17 預り金の増減額(減少△)  △10,467 27,330 37,798

 18 売上債権の増減額 (増加△)  14,136 △22,157 △36,293

 19 仕入債務の増減額 (減少△)  △60,710 △49,039 11,670

 20 その他  △43,415 21,248 64,663

    小計  515,986 609,699 93,713

 21 利息の受取額  4,614 5,824 1,209

 22 利息の支払額  △1,813 △2,593 △780

 23 法人税等の支払額  △257,186 △283,278 △26,092

   営業活動によるキャッシュ・フロー  261,601 329,651 68,050

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  △100,027 △170,018 △69,991

 ２ 定期預金の払戻による収入  25,113 114,079 88,965

 ３ 有価証券の取得による支出  △99,499 △99,100 399

 ４ 有価証券の償還による収入  ― 100,000 100,000

 ５ 有形固定資産の取得による支出  △21,938 △13,710 8,228

 ６ 有形固定資産の売却による収入  ― 1,431 1,431

 ７ 無形固定資産の取得による支出  △5,251 △41,781 △36,529

 ８ 投資有価証券の取得による支出  △100,000 △98,692 1,308

 ９ 子会社株式の取得による支出  ― △9,915 △9,915

 10 貸付金の回収による収入  240 140 △100

 11 差入保証金の差入による支出  △54,605 △13,249 41,355

 12 差入保証金の返還による収入  7,722 3,469 △4,253

 13 その他投資の取得による支出  △4,700 △51 4,648

 14 その他投資の解消による収入  53,682 155 △53,527

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △299,264 △227,243 72,020
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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)

当連結会計年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日) 

比較増減 

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  9,421 54,680 45,258

 ２ 短期借入金の返済による支出  ― △64,101 △64,101

 ３ 株式の発行による収入  354,960 8,268 △346,691

 ４ 自己株式の取得による支出  ― △68,366 △68,366

 ５ 親会社による配当金の支払額  △50,137 △83,593 △33,455

 ６ 少数株主への配当金の支払額  ― △4,505 △4,505

   財務活動によるキャッシュ・フロー  314,244 △157,617 △471,862

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △48 △52,862 △52,813

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少△)  276,533 △108,071 △384,605

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  916,339 1,192,872 276,533

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  1,192,872 1,084,800 △108,071
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(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
該当事項はありません。 

 
(6) 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) 

当連結会計年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成21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 ５社 

   連結子会社の名称 

株式会社AITソリューションズ 

   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 

  当連結会計年度より、新設会社株式会社

AITソリューションズ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．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 

３．連結子会社の事業年度等に関

する事項 

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。

 連結子会社のうち、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の

4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 

 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 

   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 

 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) 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。 

１．有形固定資産 

同左 
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項目 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日) 

 
なお、主な耐用年数は１年～15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 

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。 

 (3) 重要な繰延資産の処理方法 １．株式交付費 

  支出時に全額費用処理しております。 

１．株式交付費 

同左 

 ――― ２．創立費 

  支出時に全額費用処理しております。 

 ――― ３．開業費 

  支出時に全額費用処理しております。 

 (4) 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 

 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。 

２．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。 

３．役員賞与引当金 

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．退職給付引当金 

同左 

 (5) 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 

 (6) その他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 

５．連結子会社の資産及び負債の

評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法を採用しております。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの償却

に関する事項 

 

――― 

 負ののれんの償却については、金額が僅少な

ため、発生した連結会計年度の損益として処理

しております。 

７．連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 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 
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（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） 
会計処理の変更 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成21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。  

 

――― 

 
 

(追加情報) 
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) 

当連結会計年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28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) 連結財務諸表に関する注記事項 
(連結貸借対照表関係)  

 
該当事項はありません。 

 
(連結損益計算書関係) 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成21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 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
 

※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 101,698千円

給与手当 657,128千円

賞与引当金繰入額 25,925千円

役員賞与引当金繰入額 20,000千円

退職給付費用 13,839千円

貸倒引当金繰入額 4,027千円

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

     車両運搬具                707千円 

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

     建物                       268千円 

     工具器具備品                 8千円 

           計                    276千円 

 
 

(連結株主資本等変動計算書関係) 
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) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 
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
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当連結会計年度(自 平成 20 年３月１日 至 平成 21 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) 24,108 282 ― 24,390

合計 24,108 282 ― 24,390

(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) ― 800 ― 800

合計 ― 800 ― 800

(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 

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

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21年5月20日 

定時株主総会 
普通株式 106,155 利益剰余金 4,500 平成21年2月28日 平成21年5月21日

 

  
(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日) 

 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
  

 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 1,254,800千円

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 1,084,800千円
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(リース取引関係) 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成21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
 

 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) 

工具器具備品 4,799 639 4,159

ソフトウェア 62,100 31,204 30,896

合計 66,900 31,844 35,055
 

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
 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 13,445千円

１年超 22,458千円

合計 35,903千円
 

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
 

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 13,765千円

減価償却費相当額 12,981千円

支払利息相当額 996千円
 

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 

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 

 (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 
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(有価証券関係) 
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) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの 
 

（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  

 
３．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 
1 年以内 

（千円） 

1 年超 5年以内

（千円） 

5 年超 10 年以内

（千円） 

10 年超 

（千円） 

債券  

（１）社債 99,907 ― ― ― 

（２）その他 ― 99,980 ― ― 

合計 99,907 99,980 ― ― 

 
 

当連結会計年度末(平成 21 年 2月 28 日) 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 
区分 

連結貸借対照表 

計上額(千円) 
時価(千円) 差額(千円) 

時価が連結貸借対照表計上額を超え

ないもの 
   

（１）国債・地方債等 ― ― ― 

（２）社債 ― ― ― 

（３）その他 99,103 93,746 △5,357 

合計 99,103 93,746 △5,357 

 
２．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) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を 

超えないもの 
   

（１）株式 ― ― ― 

（２）債券 100,000 100,000 ― 

（３）その他 ― ― ― 

合計 100,000 100,000 ― 

 
３．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) 

満期保有目的の債券  

 コマーシャル・ペーパー  99,873  

合計 99,873  

 
４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 
1 年以内 

（千円） 

1 年超 5年以内

（千円） 

5 年超 10 年以内

（千円） 

10 年超 

（千円） 

債券  

（１）社債 100,000 ― ― ― 

（２）その他 ― 200,000 ― ― 

合計 100,000 200,000 ― ―  
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(デリバティブ取引関係) 
１．取引の状況に関する事項 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日) 

 当社グループでデリバティブ取引を行っているのは、提出会社

のみであります。従って、以下の事項は提出会社について記載し

ております。 

① 取引の内容及び利用目的等 

提出会社の利用しているデリバティブ取引は、外貨建債権債

務に係る為替レートの変動リスクを回避する目的で通貨オプシ

ョン取引及び為替予約取引を行っております。 

 当社グループでデリバティブ取引を行っているのは、提出会社

のみであります。従って、以下の事項は提出会社について記載し

ております。 

① 取引の内容及び利用目的等 

同左 

② 取引に対する取組方針 

デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスクの回

避、また、支払キャッシュ・フローの確定を目的としており、

投機的な取引は行わない方針であります。 

② 取引に対する取組方針 

同左 

③ 取引に係るリスクの内容 

通貨オプション取引及び為替予約取引には、為替相場の変動

によるリスクを有しております。 

なお、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国内の銀

行であるため、相手先の契約不履行によるいわゆる信用リスク

は、ほとんどないと判断しております。 

③ 取引に係るリスクの内容 

同左 

④ 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の執行・管理については取引権限及び取引

限度額を定めた社内ルールに従い、資金担当部門が決裁責任者

の承認を得て行っております。 

④ 取引に係るリスク管理体制 

同左 

⑤ 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで

もデリバティブ取引における名目的な契約額、または計算上の

想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの

大きさを示すものではありません。 

⑤ 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

同左 

 
 

２．取引の時価等に関する事項 
 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 
前連結会計年度末(平成 20 年 2月 29 日) 

 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 

  
当連結会計年度末(平成 21 年 2月 28 日) 

 

該当事項はありません。 
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(退職給付関係) 
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) 

当連結会計年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日) 

１．採用している退職給付制度の概要 

  提出会社は、退職一時金制度のみを採用しております。なお、

連結子会社は、退職給付制度は設けておりません。 

１．採用している退職給付制度の概要 

同左 

２．退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 33,470千円

退職給付引当金 33,470千円

 
 

２．退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 44,577千円

退職給付引当金 44,577千円

 
 

３．退職給付費用に関する事項 

勤務費用 11,630千円

退職給付費用 11,630千円

 
 

３．退職給付費用に関する事項 

勤務費用 13,839千円

退職給付費用 13,839千円

 
 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  当社は簡便法を採用しておりますので、割引率等については該

当ありません。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

同左 
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(ストック・オプション等関係) 
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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当連結会計年度(自 平成 20 年３月１日 至 平成 21 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 ― 

 付与 ― 

 失効 ― 

 権利確定 ― 

 未確定残 ― 

権利確定後     (株)  

 前連結会計年度末 585 

 権利確定 ― 

 権利行使 282 

 失効 ― 

 未確定残 303  
 
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) 90,622 

付与日における公正な評価単価(円) ― 

 

 29



株式会社エーアイテイー（9381） 平成 21年 2月期 決算短信 

(税効果会計関係) 
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) 

当連結会計年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

 未払事業税 10,421千円

 貸倒引当金 279千円

 賞与引当金 11,619千円

 退職給付引当金 13,599千円

 開業費償却 1,893千円

 その他有価証券評価差額金 8千円

 その他 5,950千円

繰延税金資産小計 43,771千円

評価性引当額 △ 6,104千円

繰延税金資産合計 37,667千円

繰延税金負債 

 減価償却費認容 △ 444千円

繰延税金負債合計 △ 444千円

繰延税金資産の純額 37,222千円

 

 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれて

おります。 

 流動資産－繰延税金資産 22,577千円

 固定資産－繰延税金資産 15,090千円

 固定負債－繰延税金負債 444千円

 
 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

 未払事業税 10,461千円

 貸倒引当金 394千円

 賞与引当金 10,533千円

 退職給付引当金 18,111千円

 開業費償却 651千円

 その他 5,023千円

繰延税金資産小計 45,176千円

評価性引当額 △ 3,109千円

繰延税金資産合計 42,066千円

繰延税金負債合計 ― 千円

繰延税金資産の純額 42,066千円

 

  

 

 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれて

おります。 

 流動資産－繰延税金資産 22,887千円

 固定資産－繰延税金資産 19,179千円

 
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異

の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.1％

住民税等均等割 0.5％

過年度法人税等 0.8％

役員賞与引当金繰入否認 1.3％

海外子会社の税務上の給与超過額 2.2％

その他 0.1％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.6％

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異

の原因となった主な項目別の内訳 

当連結会計年度につきましては、法定実効税率と税効果会計

適用後の法人税等の差異が法定実効税率の100分の5以下である

ため記載を省略しております。 

 
 
 

(企業結合等関係) 
    当連結会計年度(自 平成 20 年３月１日 至 平成 21 年２月 28 日) 

該当事項はありません。 
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 (セグメント情報) 
【事業の種類別セグメント情報】 
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。 

 

当連結会計年度(自 平成 20 年３月１日 至 平成 21 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) 

Ⅰ 営業収益及び営業損益   

  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

Ⅱ 資産 1,934,731 410,539 29,408 2,374,679 (172,258) 2,202,420

(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。 
４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 632,879 千円であり、その主なものは親会社での余裕運

用資金（現金及び預金）であります。 
 

当連結会計年度(自 平成 20 年３月１日 至 平成 21 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) 

Ⅰ 営業収益及び営業損益   

  営業収益   

 (1) 外部顧客に対する営業収益 8,811,625 1,164,886 30,143 10,006,656 ― 10,006,656

 (2) セグメント間の内部 

営業収益又は振替高 
15,060 994,276 30,833 1,040,170 (1,040,170) ―

計 8,826,686 2,159,163 60,977 11,046,826 (1,040,170) 10,006,656

  営業費用 8,322,526 2,102,641 60,526 10,485,695 (1,051,841) 9,433,853

  営業利益 504,159 56,521 450 561,131 11,671 572,802

Ⅱ 資産 1,682,348 422,499 18,101 2,122,949     174,794 2,297,744

(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。 
４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 459,227 千円であり、その主なものは親会社での余裕運用資金（現

金及び預金）であります。 
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【海外営業収益】 
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。 

 
当連結会計年度(自 平成 20 年３月１日 至 平成 21 年２月 28 日) 

 中国・香港 東南アジア 計 

Ⅰ 海外営業収益(千円) 1,164,886 30,143 1,195,030 

Ⅱ 連結営業収益(千円) ― ― 10,006,656 

Ⅲ 連結営業収益に占める 

  海外営業収益の割合(％) 
11.6 0.3 11.9 

(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。 

 
【関連当事者との取引】 

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)及び当連結会計年度(自 平成

20 年３月１日 至 平成 21 年２月 28 日) 
     該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 
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) 

当連結会計年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日) 

1株当たり純資産額           57,180円49銭 1株当たり純資産額           65,571円90銭 

1株当たり当期純利益          13,405円53銭 1株当たり当期純利益          15,017円52銭 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益   12,608円45銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益   14,771円00銭 

 

(注) １．1株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
前連結会計年度 

(平成20年２月29日) 

当連結会計年度 

(平成21年２月28日) 

純資産の部の合計額(千円) 1,404,674 1,554,248

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 26,166 7,407

（うち少数株主持分） (26,166) (7,407)

普通株式に係る純資産額(千円) 1,378,507 1,546,841

普通株式の発行済株式数(株) 24,108 24,390

普通株式の自己株式数(株) ― 800

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) 
24,108 23,590

  

 

２．1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後 1株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日) 

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 307,433 359,447

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 307,433 359,447

普通株式の期中平均株式数(株) 22,933 23,935

当期純利益調整額(千円) ― ―

潜在株式調整後１株当たり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 1,449 399

普通株式増加数（株） 1,449 399

希簿化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 
― ― 

 

 

(重要な後発事象) 

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)及び当連結会計年度(自 平成

20 年３月１日 至 平成 21 年２月 28 日) 
該当事項はありません。 
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５．個別財務諸表 
(1) 貸借対照表 

  
前事業年度 

(平成20年２月29日) 

当事業年度 

(平成21年２月28日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  1,135,591 1,037,819   △ 97,771

 ２ 売掛金 ※１ 255,076 266,751   11,675

 ３ 有価証券  99,907 99,873   △ 33

 ４ 前渡金  19,075 22,902   3,826

 ５ 前払費用  19,417 20,942   1,524

 ６ 繰延税金資産  22,577 22,887   309

 ７ 未収消費税等  9,550 9,251   △ 298

 ８ 立替金  20,139 19,301   △ 838

 ９ その他  10,242 3,879   △ 6,363

   貸倒引当金  △ 1,651 △ 1,716   △ 65

   流動資産合計  1,589,927 82.2 1,501,893 71.8  △ 88,034

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物  12,460 12,430  △ 30 

    減価償却累計額  △ 5,135 7,325 △ 7,083 5,347  △ 1,948 △ 1,978

  (2) 車輌運搬具  4,427 －  △ 4,427 

    減価償却累計額  △ 3,500 926 － －   3,500 △ 926

  (3) 工具器具備品  3,326 8,916  5,590 

    減価償却累計額  △ 1,853 1,473 △ 3,089 5,827  △ 1,236 4,353

   有形固定資産合計  9,725 0.5 11,174 0.5  1,448

 ２ 無形固定資産    

  (1) ソフトウェア  4,911 43,241   38,330

  (2) 電話加入権  851 851   －

   無形固定資産合計  5,763 0.3 44,093 2.1  38,330

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  99,980 199,103   99,123

  (2) 関係会社株式  130,721 239,041   108,320

    (3) 破産更生債権等  － 113   113

  (4) 長期前払費用  1,456 1,115   △ 340

  (5) 繰延税金資産  15,090 19,179   4,089

  (6) 差入保証金 ※１ 77,263 72,078   △ 5,185

  (7) その他  4,803 4,700   △ 103

    貸倒引当金  － △ 113   △ 113

   投資その他の資産合計  329,316 17.0 535,218 25.6  205,902

   固定資産合計  344,804 17.8 590,486 28.2  245,681

   資産合計  1,934,731 100.0 2,092,379 100.0  157,647
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前事業年度 

(平成20年２月29日) 

当事業年度 

(平成21年２月28日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 買掛金 ※１ 203,838 163,268   △ 40,570

  ２ 一年以内償還予定社債  － 100,000   100,000

 ３ 未払金  21,643 29,380   7,736

 ４ 未払費用  2,972 3,052   80

 ５ 未払法人税等  144,655 124,892   △ 19,762

  ６ 前受金  － 791   791

 ７ 預り金  85,474 110,497   25,022

 ８ 賞与引当金  25,627 25,925   298

 ９ 役員賞与引当金  18,500 20,000   1,500

 10 デリバティブ負債  44 －   △ 44

  11 その他  － 784   784

   流動負債合計  502,756 26.0 578,592 27.7  75,836

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債  100,000 －   △ 100,000

 ２ 退職給付引当金  33,470 44,577   11,106

   固定負債合計  133,470 6.9 44,577 2.1  △ 88,893

   負債合計  636,226 32.9 623,169 29.8  △ 13,057

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金  262,496 13.6 266,660 12.7  4,164

 ２ 資本剰余金    

  (1) 資本準備金  212,946 217,110  4,164 

   資本剰余金合計  212,946 11.0 217,110 10.4  4,164

 ３ 利益剰余金    

  (1) 利益準備金  2,886 2,886  － 

  (2) その他利益剰余金    

    繰越利益剰余金  820,188 1,050,309  230,121 

   利益剰余金合計  823,074 42.5 1,053,195 50.3  230,121

４ 自己株式  － － △ 67,756 △ 3.2  △ 67,756

   株主資本合計  1,298,517 67.1 1,469,210 70.2  170,693

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価差額金  △ 11 △ 0.0 － －  11

評価・換算差額等合計  △ 11 △ 0.0 － －   11

   純資産合計  1,298,505 67.1 1,469,210 70.2  170,704

   負債純資産合計  1,934,731 100.0 2,092,379 100.0  157,647
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(2) 損益計算書 

  

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日) 

当事業年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年２月28日) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

Ⅰ 営業収益    

 １ 輸送事業収入  7,977,404 8,820,166  842,761 

 ２ その他事業収入  1,518 7,978,922 100.0 － 8,820,166 100.0 △ 1,518 841,243

Ⅱ 営業原価    

 １ 輸送事業仕入  6,311,278 79.1 7,035,270 79.8  723,991

   売上総利益  1,667,643 20.9 1,784,895 20.2  117,251

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,210,356 15.2 1,275,388 14.4  65,032

   営業利益  457,287 5.7 509,506 5.8  52,219

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  2,288 3,229  940 

 ２ 有価証券利息  1,277 3,941  2,663 

 ３ 為替差益  32,340 21,346  △10,993 

 ４ デリバティブ評価益  － 44  44 

 ５ 保険解約返戻金  37,162 －  △ 37,162 

 ６ 長期未請求債務償却益  1,910 2,872  961 

 ７ その他  3,801 78,781 1.0 3,276 34,710 0.4 △ 525 △ 44,071

Ⅴ 営業外費用    

  １ 支払利息  － 868  868 

 ２ 社債利息  1,030 1,029  △ 0 

 ３ 株式交付費  2,486 60  △ 2,426 

  ４ 自己株式取得費用  － 609  609 

 ５ デリバティブ評価損  2,857 －  △ 2,857 

 ６ 事務所退去費用  2,579 560  △ 2,019 

 ７ 株式公開関連費用  8,428 －  △ 8,428 

 ８ その他  734 18,116 0.2 2 3,130 0.0 △ 732 △ 14,986

   経常利益  517,952 6.5 541,086 6.1  23,134

Ⅵ 特別利益    

 １ 固定資産売却益 ※２ － 707  707 

 ２ 賞与引当金戻入益  － 3,710  3,710 

 ３ 貸倒引当金戻入益  1,732 1,732 － 4,418  △ 1,732 2,686

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産除却損 ※３ － － － 276 276 0.0 △ 276 △ 276

   税引前当期純利益  519,684 6.5 545,228 6.2  25,544

   法人税、住民税 

   及び事業税 
 241,755 235,137  △ 6,618 

   法人税等調整額  △ 137 241,618 3.0 △ 4,407 230,729 2.6 △ 4,270 △ 10,888

   当期純利益  278,066 3.5 314,499 3.6  36,432
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(3) 株主資本等変動計算書 
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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当事業年度(自 平成 20 年３月１日 至 平成 21 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 

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

事業年度中の変動額    

 新株の発行 4,164 4,164 4,164 ― ― ― ― 8,328

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

 当期純利益 ― ― ― ― 314,499 314,499 ― 314,499

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― △67,756 △67,756

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) 

4,164 4,164 4,164 ― 230,121 230,121 △67,756 170,693

平成21年２月28日残高(千円) 266,660 217,110 217,110 2,886 1,050,309 1,053,195 △67,756 1,469,210

 
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

事業年度中の変動額  

 新株の発行 ― ― 8,328

 剰余金の配当 ― ― △84,378

 当期純利益 ― ― 314,499

 自己株式の取得 ― ― △67,756

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 11 170,704

平成21年２月28日残高(千円) ― ― 1,469,210
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(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

該当事項はありません。 
 
 
(5) 重要な会計方針 

項目 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日) 

当事業年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日) 

１．有価証券の評価基準及び評価

方法 

――― (1) 満期保有目的の債券 

償却原価法 

 (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 

 (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。 

(3) その他有価証券 

   時価のあるもの 

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。 

   時価のないもの 

同左 

 

２．デリバティブ取引により生じ

る正味の債券（及び債務）の

評価基準及び評価方法 

 時価法を採用しております。 同左 

３．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～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 

 (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 

 

４．繰延資産の処理方法 株式交付費 

 支出時に全額費用処理しております。 

株式交付費 

同左 
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項目 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日) 

当事業年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日) 

５．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 

 

 

(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。 

(2) 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。 

(3) 役員賞与引当金 

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) 退職給付引当金 

同左 

６．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 

７．その他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 

 

 
 
(6) 重要な会計方針の変更 

(会計処理の変更) 
前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日) 

当事業年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成21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) 
前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日) 

当事業年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日) 

（貸借対照表） 

 前期まで区分掲記しておりました「保険積立金」（当期末残高

103千円）は、資産の総額の100分の１以下となったため、投資そ

の他の資産の「その他」に含めて表示しております。 

 

――― 
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株式会社エーアイテイー（9381） 平成 21年 2月期 決算短信 

(追加情報) 
前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日) 

当事業年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28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。 

 
 
(7) 個別財務諸表に関する注記事項 

(貸借対照表関係) 
前事業年度 

(平成20年２月29日) 

当事業年度 

(平成21年２月28日) 

※１．関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には、区分掲記されたも

ののほか次のものがあります。 

    流動資産 

     売掛金        3,422千円 

    固定資産 

     差入保証金      3,000千円 

    流動負債 

     買掛金       61,362千円 

※１．関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には、区分掲記されたも

ののほか次のものがあります。 

    流動資産 

     売掛金       3,465千円 

    流動負債 

買掛金      58,490千円 

 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 

9,421 

(643千HK$)
借入債務 

 

 ２．     

――― 
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株式会社エーアイテイー（9381） 平成 21年 2月期 決算短信 

(損益計算書関係) 
前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日) 

当事業年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日) 

※１．販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する費用のおおよ

その割合は54％であり、一般管理費に属する費用のおおよ

その割合は46％であります。 

   なお、主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 89,369千円

給与手当 417,070千円

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

法定福利費 71,358千円

販売手数料 147,867千円

減価償却費 3,499千円

旅費交通費 63,863千円

支払手数料 115,019千円
 

※１．販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する費用のおおよ

その割合は49％であり、一般管理費に属する費用のおおよ

その割合は51％であります。 

   なお、主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 93,260千円

給与手当 498,597千円

賞与引当金繰入額 25,925千円

役員賞与引当金繰入額 20,000千円

退職給付費用 13,839千円

法定福利費 83,101千円

販売手数料 78,531千円

減価償却費 6,448千円

支払手数料 136,743千円

賃借料 93,261千円

貸倒引当金繰入額 178千円

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

    車両運搬具                 707千円 

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

    建物                    268千円 

    工具器具備品                 8千円 
        
          計                     276千円 

 

 
 

(株主資本等変動計算書関係) 
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。 

 
当事業年度(自 平成 20 年３月１日 至 平成 21 年２月 28 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 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末 

株式数 

普通株式(株) ― 800 ― 800

合計 ― 800 ― 800

(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。 
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株式会社エーアイテイー（9381） 平成 21年 2月期 決算短信 

(リース取引関係) 
前事業年度 

(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成20年３月１日 
至 平成21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 
 

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) 

工具器具備品 4,799 639 4,159 

ソフトウェア 62,100 31,204 30,896 

合計 66,900 31,844 35,055 
 

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
 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 13,445千円

１年超 22,458千円

合計 35,903千円
 

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
 

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 13,765千円

減価償却費相当額 12,981千円

支払利息相当額 996千円
 

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 

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 

（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 

 

 
(有価証券関係) 

前事業年度末(平成 20 年２月 29 日)及び当事業年度末（平成 21 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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株式会社エーアイテイー（9381） 平成 21年 2月期 決算短信 

(税効果会計関係) 
前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日) 

当事業年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

 未払事業税 10,421千円

 貸倒引当金 279千円

 賞与引当金 10,412千円

 退職給付引当金 13,599千円

 その他有価証券評価差額金 8千円

 その他 2,947千円

繰延税金資産合計 37,667千円

繰延税金負債合計 ― 千円

繰延税金資産の純額 37,667千円
 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

 未払事業税 10,461千円

 貸倒引当金 394千円

 賞与引当金 10,533千円

 退職給付引当金 18,111千円

 その他 2,565千円

繰延税金資産合計 42,066千円

繰延税金負債合計 ― 千円

繰延税金資産の純額 42,066千円
 

  
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異

の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.3％

住民税等均等割 0.5％

過年度法人税等 0.8％

役員賞与引当金繰入否認 1.5％

その他 1.7％

  税効果適用後の法人税等の負担率 46.4％
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異

の原因となった主な項目別の内訳 

当事業年度につきましては、法定実効税率と税効果会計適用後

の法人税等の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載

を省略しております。 

  

 

 
(企業結合等関係) 

   当事業年度(自 平成 20 年３月１日 至 平成 21 年２月 28 日) 

該当事項はありません。 
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株式会社エーアイテイー（9381） 平成 21年 2月期 決算短信 

(１株当たり情報) 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日) 

当事業年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日) 

1株当たり純資産額           53,862円01銭 1株当たり純資産額           62,281円06銭 

1株当たり当期純利益          12,125円01銭 1株当たり当期純利益          13,139円61銭 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益   11,404円07銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益   12,923円92銭 

 

(注) １．1株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
前事業年度末 

(平成20年２月29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) 1,298,505 1,469,210

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) 1,298,505 1,469,210

普通株式の発行済株式数(株) 24,108 24,390

普通株式の自己株式数(株) ― 800

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) 
24,108 23,590

 

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

項目 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日) 

当事業年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日) 

損益計算書上の当期純利益(千円) 278,066 314,499

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 278,066 314,499

普通株式の期中平均株式数(株) 22,933 23,935

当期純利益調整額（千円） ― ―

潜在株式調整後１株当たり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 1,449 399

普通株式増加数(株) 1,449 399

希簿化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 
― ― 

 
 

(重要な後発事象) 

前事業年度（自 平成 19 年３月 1 日 至 平成 20 年２月 29 日）及び当事業年度(自 平成 20 年３月１日 

至 平成 21 年２月 28 日) 

該当事項はありません。 
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