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1.  平成23年2月期第1四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年5月31日） 

（注） 平成22年3月1日を効力発生日として、1：200の株式分割を実施しております。 

(2) 連結財政状態 

（注） 平成22年3月1日を効力発生日として、1：200の株式分割を実施しております。 
 

(1) 連結経営成績（累計） （％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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年2月期第1四半期 3,266 40.3 262 51.0 271 49.6 163 58.4
22年2月期第1四半期 2,328 ― 173 ― 181 ― 103 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年2月期第1四半期 34.57 34.36
22年2月期第1四半期 4,389.98 4,354.15

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

23年2月期第1四半期 2,908 1,940 66.4 407.02
22年2月期 2,854 1,857 64.8 77,916.40

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  1,931百万円 22年2月期  1,848百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

平成22年3月1日を効力発生日として、1：200の株式分割を実施しております。 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年2月期 ― 3,000.00 ― 3,500.00 6,500.00
23年2月期 ―

23年2月期 
（予想）

15.00 ― 17.50 32.50

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

6,540 42.2 444 27.9 465 25.8 280 34.7 59.10

通期 12,254 21.2 778 △0.7 824 0.5 493 5.2 103.92
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注） 詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注） 平成22年3月1日を効力発生日として、1：200の株式分割を実施しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況 
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期第1四半期 4,905,600株 22年2月期  24,528株

② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  160,011株 22年2月期  800株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年2月期第1四半期 4,745,593株 22年2月期第1四半期 23,590株
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当第1四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、各国の景気刺激策や新興国の需要拡大により、景気は緩やかな

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

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

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

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

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

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

ど、積極的な営業活動の展開と航空貨物輸送及び為替相場の動向に左右されない通関受注の営業強化によって、物流

ニーズの潜在需要の掘起こしと新規顧客の獲得に努めてまいりました。 

以上の結果、当社グループの当第1四半期連結累計期間における取扱貨物量は、在庫調整の一巡や前年同期をボトム

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

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

112.8％増と大幅に増加しました。 

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

（前年同期比51.0％増）、経常利益271百万円（前年同期比49.6％増）、四半期純利益163百万円（前年同期比58.4％

増）といずれも前年同期を上回る結果となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は次の通りであります。 

①日本 

新規顧客の獲得と既存顧客のシェア拡大による貨物の獲得に邁進した結果、輸送形態別での取扱貨物量は、海上輸

送における取扱コンテナ本数では、輸出入合計32,876TEU（前年同期比46.6％増）、航空貨物輸送では823トン（前年

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

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

40.5％増）となりました。 

②中国・香港 

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

営業利益は23百万円（前年同期比181.5％増）となりました。 

③東南アジア 

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

利益は1百万円（前年同期比170.0％増）に留まりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ54百万円増加し2,908百万円となりまし

た。これは主に、売掛金が151百万円増加した一方で有価証券が100百万円減少したことによるものであります。 

負債総額は、前連結会計年度末に比べ29百万円減少し967百万円となりました。これは主に、買掛金が68百万円、短

期借入金が20百万円増加した一方で未払法人税等が131百万円減少したことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ83百万円増加し1,940百万円となりました。これは主に、剰余金の処分83百万円

があった一方で四半期純利益163百万円を計上したことによるものであります。 

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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(2) キャッシュ・フローの状況  

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

290百万円減少し、1,050百万円となりました。 

  

当第1四半期連結累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、支出した資金は43百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を272百万円計上

したことのほか、仕入債務の増加68百万円等の資金の増加要因に対し、法人税等の支払額229百万円、売上債権の増加

153百万円等の資金の減少要因によるものであります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果、支出した資金は191百万円となりました。これは主に、有価証券の償還による収入100百万円の資

金の増加要因に対し、余剰資金の安定運用のための定期預金の預入による支出290百万円の資金の減少要因によるもの

であります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果、支出した資金は56百万円となりました。これは子会社の短期借入による収入20百万円の資金の増

加要因に対し、親会社による配当金の支払額76百万円の資金の減少要因によるものであります。 

  

第2四半期連結累計期間につきましては、新規顧客の獲得と既存顧客のシェア拡大により海上輸送及び航空輸送の貨

物量が増加しており、営業収益は前回予想を上回る見通しとなりました。一方営業利益、経常利益、当期純利益につ

きましても、営業収益増による粗利益額の増加し、販売及び一般管理費額がほぼ予算通りに推移することから、前回

予想を上回る見込みとなりました。 

なお、業績予想の修正の詳細につきましては、本日付公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

１．簡便な会計処理 

  固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

   該当事項はありません。 

  

表示方法法の変更 

前第１四半期連結累計期間において、区分掲記していた「長期未請求債務償却益」は、営業外収益総額の100

分の20以下となったため、当第１四半期連結累計期間より営業外収益の「その他」に含めて表示しております。

なお、当第１四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「長期未請求債務償却益」は353千円

であります。 

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期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
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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】

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,607,994 1,607,215

売掛金 783,102 631,791

有価証券 199,556 299,597

その他 121,979 111,400

貸倒引当金 △4,960 △3,979

流動資産合計 2,707,672 2,646,025

固定資産

有形固定資産 18,804 21,238

無形固定資産 37,228 40,294

投資その他の資産

差入保証金 111,217 110,758

その他 38,310 38,247

貸倒引当金 △4,777 △2,130

投資その他の資産合計 144,750 146,876

固定資産合計 200,783 208,408

資産合計 2,908,455 2,854,434

負債の部

流動負債

買掛金 453,919 384,959

短期借入金 40,000 20,000

未払法人税等 126,309 258,119

賞与引当金 26,254 31,523

役員賞与引当金 6,000 25,500

預り金 137,547 122,303

その他 109,235 92,246

流動負債合計 899,266 934,652

固定負債

退職給付引当金 65,470 60,890

その他 2,738 1,641

固定負債合計 68,208 62,532

負債合計 967,474 997,184

株式会社エーアイテイー(9381)　平成23年2月期　第1四半期決算短信

-6-



(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 268,698 268,698

資本剰余金 219,148 219,148

利益剰余金 1,543,837 1,462,891

自己株式 △67,766 △67,756

株主資本合計 1,963,917 1,882,981

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △142 △35

為替換算調整勘定 △32,207 △34,145

評価・換算差額等合計 △32,350 △34,181

少数株主持分 9,413 8,449

純資産合計 1,940,981 1,857,249

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

  【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

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

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

営業収益

輸送事業収入 2,293,452 3,148,144

その他事業収入 34,615 118,044

営業収益合計 2,328,067 3,266,188

営業原価

輸送事業仕入 1,690,867 2,409,739

その他事業仕入 29,370 114,096

営業原価合計 1,720,238 2,523,836

売上総利益 607,829 742,352

販売費及び一般管理費 434,145 480,027

営業利益 173,684 262,324

営業外収益

受取利息 1,681 2,553

為替差益 4,303 5,166

長期未請求債務償却益 851 －

その他 1,343 1,462

営業外収益合計 8,180 9,182

営業外費用

支払利息 129 128

株式交付費 － 30

事務所退去費用 256 76

その他 114 7

営業外費用合計 500 242

経常利益 181,364 271,264

特別利益

賞与引当金戻入額 － 1,644

特別利益合計 － 1,644

税金等調整前四半期純利益 181,364 272,909

法人税、住民税及び事業税 83,645 103,905

法人税等調整額 △6,136 4,407

法人税等合計 77,508 108,312

少数株主利益 296 602

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

(単位：千円)

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

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

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 181,364 272,909

減価償却費 7,320 5,013

長期前払費用償却額 100 92

株式交付費 － 30

貸倒引当金の増減額（△は減少） 167 3,628

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,436 △5,269

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,375 △19,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,259 4,579

受取利息 △1,681 △2,553

支払利息 129 128

為替差損益（△は益） 303 △487

預り金の増減額（△は減少） 12,578 16,244

売上債権の増減額（△は増加） △88,732 △153,957

仕入債務の増減額（△は減少） 41,814 68,959

その他 27,656 △6,398

小計 165,468 183,421

利息の受取額 1,971 2,523

利息の支払額 △555 △128

法人税等の支払額 △115,101 △229,751

営業活動によるキャッシュ・フロー 51,782 △43,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △290,800

定期預金の払戻による収入 170,000 －

有価証券の償還による収入 100,000 100,000

有形固定資産の取得による支出 △1,039 △856

無形固定資産の取得による支出 △2,500 △156

差入保証金の差入による支出 △10,994 △3,903

差入保証金の回収による収入 4,727 3,796

投資活動によるキャッシュ・フロー 260,193 △191,920

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 － 20,000

社債の償還による支出 △100,000 －

自己株式の取得による支出 － △10

配当金の支払額 △97,415 △76,940

財務活動によるキャッシュ・フロー △197,415 △56,950

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,424 2,787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 134,984 △290,020

現金及び現金同等物の期首残高 1,084,800 1,340,368

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,219,785 1,050,347
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

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

間(自 平成22年3月１日 至 平成22年5月31日) 

当社及び連結子会社の事業は、国際貨物輸送事業ならびにこれらの附帯業務及びその他事業であり

ます。しかしながら、全セグメントの営業収益の合計及び営業利益の金額の合計額に占める国際貨物

輸送事業ならびにこれらの附帯業務の割合が90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載

を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

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

 
(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．上記区分のうち、東南アジアに属する国又は地域の内訳は、タイであります。 

  

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

 
(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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

日本 中国・香港 東南アジア 計 消去 連結

(千円) (千円) (千円) (千円) 又は全社 (千円)

(千円)

 営業収益

 (1) 外部顧客に対する 
   営業収益

2,114,862 206,062 7,142 2,328,067 － 2,328,067

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

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

計 2,123,751 451,587 12,581 2,587,920 （259,853） 2,328,067

 営業利益 158,890 8,308 668 167,867 5,816 173,684

日本 中国・香港 東南アジア 計 消去 連結

(千円) (千円) (千円) (千円) 又は全社 (千円)

(千円)

 営業収益

 (1) 外部顧客に対する 
   営業収益

2,935,234 323,947 7,006 3,266,188 － 3,266,188

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

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

計 2,940,896 622,278 14,002 3,577,178 （310,990） 3,266,188

 営業利益 223,251 23,386 1,804 248,442 13,882 262,324
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【海外営業収益】 

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

 
(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．上記区分のうち、東南アジアに属する国又は地域の内訳は、タイであります。 

３．海外営業収益は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における営業収益であります。 

  

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

 
(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。 

  

 該当事項はありません。 

  

中国・香港 東南アジア 計

Ⅰ 海外営業収益(千円) 206,062 7,142 213,205

Ⅱ 連結営業収益(千円) － － 2,328,067

Ⅲ 連結営業収益に占める 
  海外営業収益の割合(％)

8.9 0.3 9.2

中国・香港 東南アジア 計

Ⅰ 海外営業収益(千円) 323,947 7,006 330,954

Ⅱ 連結営業収益(千円) － － 3,266,188

Ⅲ 連結営業収益に占める 
  海外営業収益の割合(％)

9.9 0.2 10.1

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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