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中間期業績予想の修正に関するお知らせ 

 

株式会社アルバイトタイムス（本社：東京日本橋、代表：鈴木秀和、ジャスダック証券取引所

上場、コード：2341）は、本日開催の取締役会において、2007 年 2 月期中間業績予想（連結･

単体）について、経常利益及び中間純利益が前回予想を大幅に上回る見込みであると判断

しましたのでお知らせいたします。 

■ 2007 年 2 月期中間業績予想の修正（2006 年 3 月 1 日～2006 年 8 月 31 日） 

連結業績見通し 

今回予想 前回予想 修正比 前期実績 前年同期比 （金額：百万円 

構成比：%） 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 金額 構成比 増減額 増減率

売上高 6,086 100.0 6,456 100.0 △369 △5.7 8,817 100.0 △2,730 △31.0

 情報関連 6,086 100.0 6,456 100.0 △369 △5.7 6,076 68.9 10 0.2

 人材関連 ― ― ― ― ― ― 2,740 31.1 △2,740 ―

売上原価 1,654 27.2 1,958 30.3 △303 △15.5 4,102 46.5 △2,447 △59.7

販管費 4,153 68.2 4,580 70.9 △426 △9.3 4,155 47.2 △1 △0.0

営業利益 277 4.6 △82 △1.3 360 ― 559 6.3 △281 △50.4

経常利益 276 4.5 △82 △1.3 359 ― 559 6.3 △283 △50.6

中間純利益 157 2.6 △59 △0.9 216 ― 345 3.9 △188 △54.5

EPS \4.56  △\1.71 \10.08  

（注） 1. 販管費：販売費及び一般管理費、EPS：1株当たり中間純利益 

2. 前回予想は、2006年4月11日付のものです。 
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単体業績見通し 

今回予想 前回予想 修正比 前期実績 前年同期比 （金額：百万円 

構成比：%） 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 金額 構成比 増減額 増減率

売上高 5,529 100.0 5,926 100.0 △396 △6.7 5,598 100.0 △68 △1.2

売上原価 1,301 23.5 1,598 27.0 △297 △18.6 1,439 25.7 △137 △9.6

販管費 4,057 73.4 4,480 75.6 △423 △9.4 3,693 66.0 364 9.9

営業利益 170 3.1 △153 △2.6 323 ― 464 8.3 △294 △63.4

経常利益 172 3.1 △149 △2.5 321 ― 470 8.4 △298 △63.4

中間純利益 96 1.7 △98 △1.7 194 ― 297 5.3 △200 △67.6

EPS \2.79  △\2.86 \8.67  

（注） 1. 販管費：販売費及び一般管理費、EPS：1株当たり中間純利益 

2. 前回予想は、2006年4月11日付のものです。 

 

■ 業績予想の修正の理由 

期初計画の投資実施時期のずれによる利益の一時的な増加 

当中間期の業績は、連結及び単体共に、主力である DOMO 事業における先行投資の実施

が下半期にずれたことにより、黒字転換する見通しとなりました。 

連結売上高は、期初予想比 6%未達、前年同期比 31%減少する見込みです。とりわけ首都圏

及び大阪において、競争激化の中、引き続き厳しい状況におかれているため、DOMO 事業の

売上高が予想に届かない見込みとなりました。 

なお、前年同期比で大幅な減収となったのは、前期末に連結売上高の 3 割を占めていた人

材派遣子会社を売却したためです。 

連結経常利益は、期初予想の 8 千 2 百万円の赤字から、3 億 5 千 9 百万円増加し、2 億 7

千6百万円の黒字となる見込みです。大幅な増加の要因は、前述の通り、DOMO事業におけ

る先行投資の実施が下半期にずれたため、当中間期に発生する費用が期初予想より大幅に

少なくなる見込みとなりました。 

当中間期の業績は、期初予想に対して大幅に変動する見込みとなりましたが、先行投資の

実施は下半期に行う予定のため、現時点では通期業績予想に変更はありません。 
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■ 2007 年 2 月期中間配当について 

当社は期末配当のみ行っており、中間配当を行っておりません。 

なお、今期の通期業績予想は赤字を予想しているため、当社の業績連動型配当政策に基づ

き、今期の期末配当金は見送る予定です。 

 

■ （ご参考）2007 年 2 月期通期業績予想（2006 年 3 月 1 日～2007 年 2 月 28 日） 

連結業績見通し 

今期（‘07/2期）予想 前期（‘06/2期）実績 前年同期比 （金額：百万円 

構成比：%） 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 

売上高 13,331 100.0 17,821 100.0 △4,489 △25.2

 うち情報関連 13,331 100.0 12,396 69.6 935 7.5

 うち人材関連 ― ― 5,424 30.4 △5,424 ―

売上原価 4,550 34.1 8,051 45.2 △3,501 △43.5

販管費 9,021 67.7 7,779 43.6 1,241 16.0

営業利益 △240 △1.8 1,990 11.2 △2,230 ―

経常利益 △238 △1.8 1,989 11.2 △2,227 ―

当期純利益 △189 △1.4 1,302 7.3 △1,491 ―

EPS △\5.51 \37.94  

DPS \0.00 \13.00  

（注） 1. 販管費：販売費及び一般管理費、EPS：1株当たり当期純利益、DPS：1株当たり配当金 

2. 今期予想は、2006年4月11日付のものです。 
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■ 免責事項 

本資料に掲載されている、アルバイトタイムスグループ（株式会社アルバイトタイムス及びそ

の子会社･関連会社；以下「当社グループ」）の予想数値あるいは将来に関する記述の部分

は、本資料作成時において入手可能な情報から得られた当社グループの経営陣の判断に基

づいています。 

しかし、業績予想の数値は実際の業績と異なるリスクを内包していることにご注意ください。

当社グループは、常に最新の情報提供に努めますが、実際の業績は、業績予想以後に実際

に生じる市場動向、経済情勢、消費動向、社内事情等の影響を受ける等の事情により、当社

グループの経営陣が予想した数値と大きく異なることもあり得ます。 

 

■ 株式会社アルバイトタイムスについて 

無料求人情報誌『DOMO』及び求人情報サイト『DOMO NET』を展開する求人広告業界のリー

ディングカンパニー。無料求人情報誌のパイオニアとして、首都圏、静岡、名古屋、関西で展

開しており、今後は無料誌とインターネットの両立を目指します。「雇用の流動化」と「情報の

無料化」をキーワードに、求職者と求人企業の多様なニーズに応えながら、さらなる成長を目

指しています。 

http://www.atimes.co.jp/ 

 


