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1.  平成25年2月期第3四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年11月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

25年2月期第3四半期 12,645 13.3 991 15.0 1,013 13.4 626 17.7
24年2月期第3四半期 11,160 7.3 862 4.1 893 4.0 531 3.6

（注）包括利益 25年2月期第3四半期 627百万円 （21.3％） 24年2月期第3四半期 517百万円 （―％）

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

25年2月期第3四半期 131.06 ―
24年2月期第3四半期 111.33 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年2月期第3四半期 4,406 2,982 67.3
24年2月期 3,735 2,617 69.8
（参考） 自己資本   25年2月期第3四半期  2,966百万円 24年2月期  2,608百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
24年２月期期末配当金の内訳 普通配当 26円00銭 記念配当 ２円00銭 

年間配当金
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

24年2月期 ― 26.00 ― 28.00 54.00
25年2月期 ― 28.00 ―
25年2月期（予想） 28.00 56.00

3. 平成25年 2月期の連結業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 16,799 14.7 1,145 9.5 1,176 8.5 692 10.3 144.94



(1) 当四半期連結累計期間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  

(注) 詳細は、添付資料３ページ 「２. サマリー情報 (注記事項) に関する事項（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社グループが現在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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる
条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） 上海愛意特物流有限公司

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年2月期3Q 4,938,600 株 24年2月期 4,938,600 株
② 期末自己株式数 25年2月期3Q 160,192 株 24年2月期 160,192 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期3Q 4,778,408 株 24年2月期3Q 4,778,415 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、期間当初は東日本大震災からの復興需要や、個人消費の回復

期待から緩やかながらも景気改善の兆しを見せておりましたが、払拭できない欧州での経済不安や新興国経済の景気

減速から次第に不安定な状況となり、また円高の長期化の影響もあり、先行き不透明な状況で推移しました。 

さらに、尖閣諸島問題に端を発する日中関係の悪化は、日本から中国への輸出貨物や中国での日本製品の売行きに

悪影響を及ぼすこととなりました。 

このような状況下、当社グループにて取り扱う貨物は、その多くが中国で生産されているアパレル製品や日用雑貨

品等で、主に中国からの輸入貨物であることから殆ど影響を受けることがなく推移し、また一方では、積極的な営業

活動の展開と、営業人員の増強による営業力強化が奏功し、前年同期を上回るコンテナ輸送量を記録いたしました。

さらに、為替相場に影響されない通関受注の更なる拡大にも注力したことにより、通関の受注件数も前年同期と比較

し、順調に増加いたしました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間における営業収益は12,645百万円（前年同期比13.3％増）、営業利益991百万

円（前年同期比15.0％増）、経常利益1,013百万円（前年同期比13.4％増）、四半期純利益626百万円（前年同期比

17.7％増）といずれも、前年同期を上回る結果となりました。 

  

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

①日本 

日用雑貨等を扱う通信販売の企業、並びにアパレルを扱う小売企業を中心に海上輸入貨物が堅調に増加すると共

に、通関業務も含めた一貫輸送提案の強化により、通関受注件数も堅調に増加いたしました。 

その結果、海上輸送における取扱コンテナ本数は、輸入で125,793TEU（前年同期比14.6％増）、輸出入合計では

132,259TEU（前年同期比15.3％増）、通関受注件数は34,703件（前年同期比24.1％増）となり、また、円高及び同業

他社との価格競争等による販売価格の低下要因はあったものの、取扱量の増加が寄与し、増収増益を記録いたしまし

た。 

よって、日本における営業収益は10,608百万円（前年同期比11.8％増）、セグメント利益は803百万円（前年同期比

13.1％増）となりました。 

②中国 

日本向け貨物が堅調に増加した結果、営業収益は2,015百万円（前年同期比22.2％増）、また貨物量の増加に加え売

上総利益率が好転したことから、セグメント利益は217百万円（前年同期比109.0％増）となりました。 

③タイ 

日本向け貨物は前年同期に比較して減少し、営業収益は22百万円（前年同期比20.5％減）、セグメント利益は0百万

円（前年同期比71.9％減）となりました。 

  

（注）TEU（Twenty-foot Equivalent Unit、20フィートコンテナ換算）とは、海上コンテナの数量を表す単位で、20フ

ィートコンテナ１個分を１TEUと計算します。 

  

（総資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ671百万円増加し4,406百万円となりまし

た。これは主に、受取手形及び売掛金が388百万円、現金及び預金が157百万円増加したことによるものであります。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ306百万円増加し1,424百万円となりました。これ

は主に、買掛金が268百万円、賞与引当金が17百万円、退職給付引当金が17百万円増加した一方で、未払法人税等が33

百万円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ365百万円増加し2,982百万円となりました。こ

れは主に、四半期純利益626百万円を計上した一方で、剰余金の配当により267百万円が減少したことによるものであ

ります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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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平成25年２月期の通期連結業績予想につきましては、平成24年４月５日に公表いたしました予想数値から変更はあ

りません。 

  

当第３四半期連結会計期間において、特定子会社である上海愛意特物流有限公司は清算により、連結の範囲から除

外しております。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,271,105 2,428,329

受取手形及び売掛金 747,336 1,135,566

その他 303,025 390,016

貸倒引当金 △5,402 △7,612

流動資産合計 3,316,064 3,946,299

固定資産   

有形固定資産 49,671 56,657

無形固定資産 72,419 64,331

投資その他の資産   

投資有価証券 104,825 105,082

差入保証金 151,480 181,081

その他 41,562 54,450

貸倒引当金 △735 △1,042

投資その他の資産合計 297,133 339,572

固定資産合計 419,225 460,560

資産合計 3,735,290 4,406,860

負債の部   

流動負債   

買掛金 497,377 765,512

未払法人税等 233,418 200,026

賞与引当金 37,287 55,048

役員賞与引当金 21,000 18,000

預り金 112,760 104,359

その他 71,875 124,936

流動負債合計 973,719 1,267,882

固定負債   

退職給付引当金 97,420 114,906

役員退職慰労引当金 － 14,010

その他 46,748 27,224

固定負債合計 144,168 156,141

負債合計 1,117,888 1,424,023
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 271,140 271,140

資本剰余金 221,590 221,590

利益剰余金 2,261,329 2,617,541

自己株式 △67,928 △67,928

株主資本合計 2,686,131 3,042,343

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △595 △1,539

繰延ヘッジ損益 － 1,357

為替換算調整勘定 △76,796 △75,419

その他の包括利益累計額合計 △77,391 △75,600

少数株主持分 8,662 16,095

純資産合計 2,617,402 2,982,837

負債純資産合計 3,735,290 4,406,860
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

営業収益   

輸送事業収入 11,016,428 12,604,270

その他事業収入 144,538 41,262

営業収益合計 11,160,966 12,645,532

営業原価   

輸送事業仕入 8,558,178 9,767,994

その他事業仕入 178,821 70,707

営業原価合計 8,736,999 9,838,702

売上総利益 2,423,967 2,806,830

販売費及び一般管理費 1,561,919 1,815,044

営業利益 862,048 991,785

営業外収益   

受取利息 5,105 6,268

為替差益 19,659 7,748

その他 7,858 11,147

営業外収益合計 32,623 25,164

営業外費用   

支払利息 363 592

事務所退去費用 557 3,002

その他 723 236

営業外費用合計 1,644 3,831

経常利益 893,026 1,013,118

特別利益   

固定資産売却益 － 1,497

特別利益合計 － 1,497

特別損失   

固定資産除却損 1,398 2,294

特別損失合計 1,398 2,294

税金等調整前四半期純利益 891,628 1,012,321

法人税、住民税及び事業税 371,150 415,202

法人税等調整額 △12,049 △28,384

法人税等合計 359,100 386,817

少数株主損益調整前四半期純利益 532,527 625,503

少数株主利益又は少数株主損失（△） 533 △741

四半期純利益 531,994 626,245
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 532,527 625,503

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,045 △944

繰延ヘッジ損益 △137 1,357

為替換算調整勘定 △14,120 1,551

その他の包括利益合計 △15,304 1,964

四半期包括利益 517,223 627,468

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 517,533 628,036

少数株主に係る四半期包括利益 △310 △567

株式会社エーアイテイー（9381）　平成25年２月期　第３四半期決算短信

－7－



該当事項はありません。  

  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成23年３月１日 至 平成23年11月30日)  

報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

 
(注) １．「中国」の区分は、中国及び香港の現地法人です。 

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成24年３月１日 至 平成24年11月30日) 

報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

 
(注) １．「中国」の区分は、中国及び香港の現地法人です。 

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

該当事項はありません。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

報告セグメント 四半期連結

日本 中国
（注）１

タイ 計
調整額 損益計算書

（注）２
計上額
（注）３

 営業収益

 (1) 外部顧客に対する 
   営業収益

9,484,637 1,648,432 27,896 11,160,966 － 11,160,966

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

20,631 860,531 9,395 890,559 △890,559 －

計 9,505,269 2,508,963 37,292 12,051,526 △890,559 11,160,966

 セグメント利益 710,321 104,263 1,312 815,896 46,151 862,048

報告セグメント 四半期連結

日本 中国
（注）１

タイ 計
調整額 損益計算書

（注）２
計上額
（注）３

 営業収益

 (1) 外部顧客に対する 
   営業収益

10,608,170 2,015,193 22,168 12,645,532 － 12,645,532

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

28,701 1,115,632 10,152 1,154,486 △1,154,486 －

計 10,636,872 3,130,826 32,321 13,800,019 △1,154,486 12,645,532

 セグメント利益 803,147 217,948 368 1,021,464 △29,679 991,785

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）追加情報
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