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１． 18 年８月中間期の連結業績（平成 18 年３月１日～平成 18 年８月 31 日） 

(1) 連結経営成績                                 (百万円未満切捨) 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

18 年８月中間期 

17 年８月中間期 

百万円   ％

       3,547   （60.9）

       2,204   （ ─ ）

百万円   ％

     △518    （─） 

       235    （─） 

百万円   ％

        △521    （─） 

         237    （─） 

18 年２月期 5,171 636  630  
 
 

中間(当期)純利益 
1 株当たり中間 

（当 期 ） 純 利 益 

潜在株式調整後 

1株当たり中間（当期）純利益 

 

18 年８月中間期 

17 年８月中間期 

百万円   ％

     △345    （─）

156   （─） 

円 銭

     △2,605   68  

1,258   24  

円 銭

─ 

1,178   89 

18 年２月期   348           2,713   06  2,616   34 
 

(注) 1. 持分法投資損益   18 年８月中間期  ─百万円   17 年８月中間期  △1百万円  18 年２月期 △14 百万円 

2. 期中平均株式数(連結) 18 年８月中間期 132,744 株   17 年８月中間期 124,440 株   18 年２月期  128,320 株 

  3. 会計処理の方法の変更   有 

4. 当中間連結会計期間においては、潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益は、中間純損失が計上されているため記載

しておりません。 

5. 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率でありますが、前

中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、17 年８月中間期の記載を省略しております。 

(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 

 

18 年８月中間期 

17 年８月中間期 

百万円 
4,722     
3,849     

百万円
3,072    
3,309    

％ 
64.9   
86.0   

円 銭
23,070  87  
25,065  09  

18 年２月期 4,377     3,512    80.2          26,484  19 

(注)期末発行済株式数(連結) 18年８月中間期 132,848株 17年８月中間期  132,038株 18年２月期 132,628株 

(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

 

18 年８月中間期 

17 年８月中間期 

百万円 
△608     

70     

百万円
△837    
△171    

百万円 
694     
167     

百万円
1,377    
2,104    

18 年２月期 249     △336    178     2,129    

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

  連結子会社数 ３社   持分法適用非連結子会社数 －社   持分法適用関連会社数 －社 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

  連結 （新規）２社 （除外）－社          持分法 （新規）－社 （除外）１社 
２．19年２月期の連結業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

 
通 期 

百万円 
8,823     

百万円
350    

百万円
103    

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   775円32銭 

※ 上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後のさまざまな不確定要因によって

大きく異なる結果となる可能性があります。 



＜添付資料＞ 
 
１． 企業集団の状況 
 
 当社グループは、当社と、当社の１００％出資子会社である株式会社イー・エンジンおよびディップエージ
ェント株式会社、８０％出資子会社である株式会社ブックデザインにより構成されており、インターネットを
利用した求人情報の提供と人材紹介事業を主たる事業としております。 
 
 
（1） はたらこねっと・・・・・・人材エージェントの扱う求人情報のうち、派遣情報に特化したイン 

             ターネットサイト「はたらこねっと」および紹介予定派遣情報に特化 
             したインターネットサイト「はたらこ紹介予定派遣」の運営事業で 
             あります。 

（2） バイトルドットコム・・・・人材エージェントおよび求人企業の求人情報のうち、アルバイト求人 
             情報に特化したインターネットサイト「バイトルドットコム」の運営 
             事業であります。 

（3） ジョブエンジン・・・・・・求人企業の正社員求人情報を掲載している検索エンジン型のイン 
             ターネットサイト「ジョブエンジン」の運営事業および、転職人材 
             エージェント（斡旋・紹介会社）の求人情報を掲載しているインター 
             ネットサイト「ジョブエンジンエージェント」の運営事業であります。 

（4） 転職エージェントサービス・・転職を希望される方にご登録いただき、キャリアアドバイザーとの 
             面談や転職相談などにより 適な企業を紹介し、企業に対しても適切 
             な人材を紹介することで、採用時に成功報酬として仲介手数料を申し 
             受ける事業であります。 

 
〈事業系統図〉 
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※ 1 株式会社イー・エンジンは当社の連結子会社です。 
※ 2 株式会社ブックデザインは当社の連結子会社です。 
※ 3 ディップエージェント株式会社は当社の連結子会社です。 
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２．経営方針 
（1）会社の経営の基本方針 

当社の企業理念はマーケティングの効率化により、豊かで便利な社会作りに貢献することであります。 
当社の現在の事業目的は、日本的な雇用慣行である終身雇用・年功序列の崩壊や、派遣・業務請負といった

間接雇用形態の一般化、労働者の価値観の多様化等により、より高度且つ複雑化している求職者側と求人企業

側のニーズのマッチングをより高いレベルで実現していくことであります。 
求職者、求人企業双方にとって利便性の高いインフラの提供と、メディアミックスを駆使してより多くの求

人情報をリアルタイムにその情報を必要としている一人でも多くの方々への流通を促進させることにより、更

なる「One to One Satisfaction」を実践・追求してまいります。 
 
（2）会社の利益配分に関する方針 

当社は、株主に対する利益還元と同時に競争力の確保を重要な経営課題のひとつと位置付けております。

配当につきましては、経営成績を反映した適切な配当を実施することとして、平成 18 年２月期に１株につ

き800円の配当を実施いたしました。一方で今後の事業展開に備えるため、内部留保の充実に努めることで、

企業価値向上のための有効な投資を実施したいと考えております。 
今後の配当につきましても、株主に応えることおよび、経営成績を勘案した上で、総合的に決定すること

を基本方針といたします。 
 
（3）目標とする経営指標 

当社グループは、売上高成長率および売上高経常利益率、売上高販管費率を重要な経営指標とし、取締役

会・経営会議において必要なモニタリングを実施することにより、適正な利益確保に努めています。 
 

（4）中長期的な会社の経営戦略 
当社は平成 17 年 4 月に平成 20 年 2 月期までの 3 ヵ年における中期経営計画『DIP Challenge 3』を策定

し、以下の 4 項目を基本方針としております。 
① 2010 年度に市場シェア 10%を獲得するための土台づくり 
② “仕事探しといえばディップ”というブランドを構築 
③ “One to One Satisfaction”のための企業文化を育てる 
④ 社員がベンチャースピリットを失わない組織の仕組みを作り出す 
当社は今後も大きく成長すると見込まれるネット求人広告市場においてリーディングカンパニーとなる

べく、人材派遣情報サイト「はたらこねっと」、アルバイト求人情報サイト「バイトルドットコム」そして、

採用ホームページ検索エンジン「ジョブエンジン」の全てにおいて、No.1 サイトを目指していきます。その

ための戦略として事業戦略立案力、組織力、商品企画力の強化および業務改革の推進を継続的に行い、“仕事

を探すのであればディップのサイトで”という徹底したブランディングを図ってまいります。 
さらに、企業価値を高めるためにＭ＆Ａ等を利用した他事業への進出も積極的に検討してまいります。そ

の際には現有する経営資源の有効活用、現在行っている事業とのシナジー効果、そして当社の企業理念であ

る「マーケティングの効率化」という点を主眼におき慎重に判断してまいります。 
また、平成 18 年 4 月には約 200 名の新卒社員が入社しており、組織規模の拡大に合わせてマネジメント

体制の強化を積極的に行っております。今後も創業以来のベンチャースピリットやチャレンジ精神を失わず、

競争力と成長力のある企業であり続けるために、社員教育制度の一層の充実、ナレッジマネジメントの強化、

社内ベンチャー制度等の施策によって組織の活性化を図ってまいります。 
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（5）会社の対処すべき課題 

当社グループの事業領域であります、インターネットにおける求人情報サービスは、非常に成長性の高い

分野でありますが、一方で競合状況は非常に厳しく、競争優位性を確保するためには経営のスピードも非常

に高いレベルで要求されます。そのような環境の中で、現在の成長に満足することなく更に高い成長を志向

していくための事業戦略の策定及び実行、既存事業とのシナジー効果の高い新規事業への積極的な取り組み、

堅牢なシステムの構築とその更なる安定性・信頼性の向上、個人情報保護と情報セキュリティの強化、営業

力の強化を図るための優秀なマネジメント人材の採用・育成と営業社員の育成を重要な課題として掲げ積極

的に取り組んでまいります。 
 
① 同業他社との競合について 

求人情報サービスの分野において、インターネットを利用して「派遣社員の求人情報」、「アルバイトの求

人情報」及び「正社員の求人情報」を提供している企業が多く存在しております。加えて、インターネット

を利用した求人情報サービス市場の拡大から、これまで求人情報誌や新聞等を利用した求人広告を行ってい

た企業が、インターネット分野に参入してきており、競合状況は一段と厳しさを増しています。また、同業

社間における合併も見られ、成長市場の中で市場シェアの獲得に向けた再編の可能性も想定されます。 
インターネットにおける求人情報サービスは一般的に差別化が難しい分野でありますが、当社グループと

しては、一貫して求人情報の数の多さとその情報の質の高さにより他のサイトとの差別化を目指してまいり

ました。今後につきましても、更に情報の量と質の向上に努めるとともに、サイトを利用するにあたっての

ユーザーの利便性を高めるなど魅力的なサイトづくりを一層強化してまいります。 
また営業面においても、クライアントに対するタイムリーかつ有用な情報提供やクライアント個々の本質

的なニーズを的確に捉えた提案など、商品力のみならず営業力を含めた総合的なサービス提供力の強化に努

めてまいります。 
 

② 新規事業について 
当社における新規事業といたしまして、平成 18 年 3 月に株式会社ブックデザインの株式を取得すること

により子会社化いたしました。拡大するインターネット求人広告市場において、更なる競争優位を確立する

ためには一層の商品力の強化が重要となっております。同社は、大手企業をクライアントに広告およびウェ

ブサイトの企画・編集等を行い、高い実績をあげており、同社の高い商品企画力を活用することによって、

当社のサイト企画・編集面において高いシナジー効果を創出することが可能と考えております。また、同社

との協力により、クライアントに対してより効果の高い採用ホームページを提供するためのサービスとして、

企業の採用ページを充実させ、採用担当者が簡単にホームページ上の情報を更新できる採用ホームページ構

築・運用システム｢RHP｣(リクルーティング・ホームページ )（注１）のサービスを開始いたしました。これま

での主な人材採用ツールだった「求人情報誌」や「転職情報サイト」などとは違い、企業の採用ホームペー

ジに応募動機形成可能なコンテンツを充実させることで、年間を通した採用活動に大きく貢献し、雇用のミ

スマッチを解消することで社会に貢献してまいります。 
さらに、平成 18 年 6 月に当社 100％出資により、主に第 2 新卒を中心とした人材紹介会社「ディップエ

ージェント株式会社」を設立いたしました。2007 年問題という団塊世代の大量定年退職時代を目前に控え、

少子化問題もいっそう深刻になってきました。一方、日本企業の好業績に伴う景気の回復は本格化してきて

おり、人材不足感からくる企業の採用・雇用意欲が高まってまいりました。このような環境下、「ディップ

エージェント株式会社」（注２）はこれまで人材紹介会社にとってメインターゲットになりにくかった第２新

卒を中心とした 20 代の若手層を主な対象として人材紹介を行うことを事業の目的としております。また、

同社のターゲット層は企業にとってはニーズが高いものの、人材紹介会社にとっては営業効率が低いことな

どからメインターゲットとされにくかった層であり、同社はこれらの第 2 新卒を中心とした 20 代の若手層

に対してサービスを提供していきます。これにより、当社のWebビジネスである「ジョブエンジン」と同社

のリアルビジネスを組み合わせ、採用市場に対して新たな価値を提供していきます。 
（注 1）RHP（Recruiting Home Page：リクルーティングホームページ）… 

求職者の求める３つの価値（求人情報の量、質、検索容易性）を備えたホームページを高機

能・低コスト・短納期でご提供する、当社独自の採用ホームページ構築・運用システム。当

社独自のノウハウにより、情報のフォーマット化、ASP 型でのサービス提供、コンテンツマ

ネジメントシステムの提供、アクセスログレポートの提供、応募者管理機能といった５大機

能を備え、高品質なコンテンツ作成はもとより、人事採用担当者自身による内容の更新、運

用・管理負荷からの解放、効果測定サービスの提供、採用事務の軽減までを同時に実現した

画期的サービスです。 
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（注２）人材紹介業を行うにあたっては人材紹介業免許の取得が必要でありますが、ディップエージ

ェント株式会社は平成18年9月に免許を取得し事業を開始しております。 
 

③ システムについて 
 当社の事業は、インターネット上の情報サイトの運営という性質から、サイトのシステムそのものとコ

ンピュータシステムを結ぶ通信ネットワークによる影響が大きいという特性があります。当社は、現在、

システム開発に当たり、パートナー企業に開発及びシステム管理・運用を委託しております。 
地震や水害等の大規模広域災害、火災等の地域災害、コンピュータウィルスによる感染、電力供給の停止、

通信障害その他現段階では予測不可能な原因等によりコンピュータシステムが停止した場合、当社の営業

は不可能になります。また、一時的な過負荷による当社またはＩＳＰサービスの作動不能、外部からの不

正な手段によるサーバへの侵入等の犯罪、従業員の誤操作によるネットワーク障害等の可能性があります。

当社では、サーバの増強、セキュリティの強化、社内教育による従業員のレベルアップ等を実施し予測可

能な原因に対しては、未然に防げるよう万全の備えをいたしておりますが、今後ともシステムの安定運用、

トラブル回避のための体制強化を継続的に行ってまいります。 
 

④ 個人情報の保護について 
平成 17 年４月に個人情報保護法が全面施行され、多くの企業が個人情報の保護に向けた取り組みを実施

しております。当社では、従来から個人情報の保護を特に重視し、以下の取り組みを継続して行っており

ます。 
(ｲ) 個人情報保護方針 
ａ．個人情報の収集、利用、提供は、当社業務において必要な範囲内のみで行い、その取扱には万全の

管理体制を施しております。 
ｂ．個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等に対し厳正な対策を講じ

ております。 
ｃ．個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守しております。 
ｄ．個人情報を適正に取り扱うために個人情報管理体制を継続的に見直し、改善しております。 

(ﾛ) 個人情報の収集について 
  求職者が当社サイトに会員登録すると、専用の「ＭＹページ」が作成され、検索条件の保存、希望の

条件での求人情報のメール配信、作成した応募情報データの保存等、求職活動を行ううえで便利なサー

ビスが利用できます。会員登録に当たり求職者は個人情報を入力し、その情報は当社データベースに蓄

積されます。これらの情報は、求職者へのサービスのみに利用し、本人の同意なく第三者に公開するこ

とは一切ありません。 
(ﾊ) セキュリティについて 
  当社サイトでは、求人企業及び求職者がデータの送受信を行う際、安心して利用できるように、セキ

ュリティモードとして、サーバ間通信を保護するＳＳＬ（Secure Sockets Layer）（注）を採用しておりま

す。ＳＳＬは、サーバと求人企業及び求職者間で通信される内容を暗号化いたしますので、全ての情報

は、第三者の盗聴、改ざん、成りすましから保護されております。 
（注）ＳＳＬ…現在、日本において も多く利用されているセキュリティ機能。ＷｅｂブラウザとＷｅ

ｂサーバ間で安全な通信を行うためのもので、Netscape Communications が 
開発。 

 
 個人情報の流出等の重大なトラブルが当社サイトから発生した場合には、契約内容にかかわらず、法的

責任を課される危険性があります。また、法的責任を問われないまでも、求人企業及び求職者の信頼を失

い、更にはブランドイメージの悪化等により、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。当

社は係る事態を未然に防ぐため個人情報の厳格な管理を徹底すべく、ＴＲＵＳＴｅマーク（注１）及びプライ

バシーマーク（注２）を取得しております。また平成 17 年 10 月 14 日付で、ＩＳＭＳ適合性評価制度（注３）の

認証を取得いたしました。 
（注１）ＴＲＵＳＴｅマーク …個人情報の適正な使用を促進することによって、インターネットに対

する信用と信頼を築くために設立された独立した非営利組織であるＴ

ＲＵＳＴｅのプライバシー保護方針に合意を示し、かつＴＲＵＳＴｅ

による指導監督及び顧客苦情解決手順に従うサイトにのみ授与される

マーク。 
（注２）プライバシーマーク …経済産業省の指導により（財）日本情報処理開発協会が個人情報の保

護に関して社内管理体制が整備されている企業に対して付与するマー

ク。 
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（注３）ＩＳＭＳ適合性評価制度…情報システムの安全性の管理が一定の基準に達していることを 
認定する制度であり、（財）日本情報処理開発協会が認定した審査登録

機関により審査が行われ、適合した組織が登録される。 
 
⑤ 営業人員の積極的な採用及び社員育成の強化 

当期は平成 18 年 4 月に約 200 名の新卒社員が入社いたしました。また、営業人員を中心とした中途採

用も継続的に行っております。当社では、採用した人材を早期に戦力化し、併せて生産性を高めていくこ

と、そして拡大を続ける組織に対して適正なマネジメント体制を構築することが非常に重要な課題である

と認識しております。 
当期は、前期に行った入社前のインターン研修に加えて新卒社員の早期育成という観点において、充実

した集合研修や外部トレーナーによる営業実践研修などのプログラムを実施いたしました。また、中途社

員に対しては営業スキルアップ研修等、マネジメント層に対してはリーダーシップ研修等の研修プログラ

ムを充実させ、全社員の戦力強化を図る方針であります。 
 

（6）親会社等に関する事項 
   該当事項はありません。 



 7 

３．経営成績及び財政状態 
 

(１)  経営成績 
当中間期の概況 

当中間期におけるわが国経済は、米国経済の減速など外部環境の悪化がわが国経済に与える悪影響への懸

念を背景としながらも、製造業を中心に堅調に推移いたしました。需要の底堅さのほか、7月のゼロ金利政

策解除や為替相場における円安基調が続いていることも後押ししている状況となっております。これに伴

い、企業の好業績に伴う景気の回復は本格化しており、設備投資も継続的に高水準で推移し、雇用情勢に

ついては改善が見られるものの、企業の人手不足感が高まっている状況となっております。 またインター

ネットによる求人広告市場の拡大は更に進んでおります。 
このような状況の中、当社の平成19年2月期中間期は、派遣求人情報サイトの「はたらこねっと」事業が

ほぼ計画通り、アルバイト・請負求人情報サイトの「バイトルドットコム」事業は計画を大きく上回りま

したが、採用ホームページ検索エンジンの「ジョブエンジン」事業の売上高が計画を下回ったため全体の

売上高としては前年同期比では160.9％と大きく増加したものの計画は下回ることとなりました。 
当社では、前期に引き続き大幅な組織体制の改革を行ない、マネジメント体制の強化をはかっており、サ

イト別の事業本部制を導入することでそれぞれの事業の独立した本部組織としての位置付けをより明確に

し、営業戦略の推進強化をはかるとともに、商品企画本部を新設し、サイトリニューアルとユーザー獲得

およびマーケティング機能の強化をはかってまいりました。 
また、4月には大学新卒者約200名が入社し、約2ヶ月間の研修期間を経て営業各部門へ配属され、既に営

業活動を開始いたしております。 
当社のブランド戦略に関しましては、本年５月から６月にかけて当社として初めてのTVCMを実施し、「バ

イトルドットコム」の認知度向上に努め、期待以上の良好な効果を得ることができました。 
サイト別の経営成績に関しましては、「はたらこねっと」が引続き堅調な推移をするとともに、「バイトル

ドットコム」が上述のTVCMの効果等もあり前期に引続き高い成長となりました。また、「ジョブエンジン」

については、継続的に広告掲載件数や登録会員数も増加しており、新しい採用手法として評価が高まって

いるものの、更なる事業の成長を図るために広告商品販売中心から採用ホームページ構築・運用システム

サービス（ＲＨＰ）、ＡＳＰ型のサービス提供ビジネス（ＲＨＰ・ジョブマスター）への多角化（サイト特

性上、高い採用効果を実現するためには、顧客の採用ＨＰの充実が不可欠なため）という事業構造の変革

を推進しております。 
また、当社は平成18年3月1日付で株式会社ブックデザインの発行済み株式の80％を取得し、当社グルー

プの連結対象子会社といたしました。同社は広告およびウェブサイトの企画・編集等を行なっており、当

社といたしましては、当社のサイト企画・編集面において高いシナジー効果の発揮を目指すものでありま

す。 
なお、新たな事業戦略として、平成18年6月27日付で当社100％出資による連結対象子会社、ディップエ

ージェント株式会社（東京都港区 代表取締役社長：菅沼昌史）を設立しました。同社は、9月に人材紹介

業の免許を取得し、第2新卒を中心とした20代若手層をメインターゲットとした人材紹介事業を開始いたし

ました。これにより、インターネットを利用した当社の既存ビジネスだけでは囲い込めない転職希望者や

求人企業の獲得、並びに当社グループ全体のサービス強化を目指すものであります。 
 
以上の結果、当中間期の売上高は3,547百万円（前年同期比60.9％増）、経常利益は△521百万円（前年同

期は237百万円の経常利益）、中間純利益は△345百万円（前年同期は156百万円の中間純利益）となりまし

た。 

 
事業の種類別セグメントの状況は以下の通りであります。 

① はたらこねっと  
当社の主力部門のひとつである「はたらこねっと」部門については、各クライアントそれぞれの採用

戦略・応募効果状況等に即したよりきめ細かい対応や提案営業を行った結果、クライアント数が増加し

ました。また、既存クライアントへのオプション販売等が順調に推移したことなどにより、「はたらこね

っと」部門の当中間期の売上高は 1,026 百万円（前年同期比 8.4％増）となりました。契約社数は平成

18 年 8 月末において 627 社であります。 
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② バイトルドットコム 
「バイトルドットコム」部門は、継続的に急成長を遂げており、前期より「はたらこねっと」を超え

る当社の主力部門となりました。当中間期は、各営業部別にエリアや企業規模等によりターゲット顧客

を明確化し、効率的な営業活動に努めました。また、当第 1 四半期には当社として初めての TVCM を

実施し、期待以上の良好な効果を得ました。以上の結果、「バイトルドットコム」部門の当中間期の売上

高は 1,809 百万円（前年同期比 72.3％増）となりました。契約社数は平成 18 年 8 月末において 1,731

社であります。 
③ ジョブエンジン 

当社の「ジョブエンジン」部門は、平成 16 年 10 月の当社としての事業開始以来、積極的に人材投入

および広告宣伝活動を行った結果、継続的に広告掲載件数や登録会員数が増加しており、新しい採用手

法として定着しつつあります。 
その状況の中で同事業の成長戦略における第二段階として、広告商品販売中心から企業の採用ホーム

ページ構築システムサービス（ＲＨＰ）、ＡＳＰ型のサービス提供ビジネス（ＲＨＰ・ジョブマスター）

への多角化（企業の採用ホームページの質の向上による「ジョブエンジン」の採用効果の向上）という

事業構造の変革に努めてまいりました。以上の結果、「ジョブエンジン」部門の当中間期の売上高は 615

百万円（前年同期比 198.4％増）となりました。契約社数は平成 18 年 8 月末において 397 社であります。 
④ その他 

平成 18 年 3 月 1 日より株式会社ブックデザイン、平成 18 年 6 月 27 日よりディップエージェント株

式会社が新たに当社グループに加わり、当該会社の売上を主とする「その他」事業の当中間期の売上は

96 百万円（外部売上）となりました。 
 
 

(２)  財政状態 
当中間連結会計期間においては、中間純利益が△345 百万円となったほか、銀行融資により当中間連結会

計期間末の短期借入金残高が 800 百万円となったため、自己資本比率が低下いたしました。これにより、

総資産は 4,722 百万円、純資産は 3,072 百万円、自己資本比率は 64.9％となっております。 

 

 キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローがマ

イナスとなる一方で、財務活動によるキャッシュ・フローがプラスとなりました。この結果、当中間連結会

計期間末における現金及び現金同等物残高(以下、「資金」という。)は、1,377百万円（前年同期比34.5％減）

となりました。 

 当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果使用した資金は608百万円（前年同期は70百万円の資金増）となりました。これは、主とし

て事業拡大に伴う人員増、増床に伴い、税金等調整前中間純利益が△539百万円となったほか、法人税等の支

払額が273百万円発生したこと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) 

投資活動の結果使用した資金は837百万円（前年同期比488.7％増）となりました。これは、主として有形

固定資産の取得による支出219百万円、無形固定資産の取得による支出179百万円等のほか、連結範囲の変更

を伴う子会社株式の取得による支出が338百万円発生したこと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) 

財務活動の結果得られた資金は 694 百万円（前年同期比 314.2％増）となりました。これは、主として短

期借入金が 800 百万円の純増となったほか、配当金の支払額が 106 百万円発生したことによるものであり

ます。 
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なお、中間連結キャッシュ・フロー指標の推移については、以下のとおりであります。 
 第９期中間 

平成 17 年８月 
第 10 期中間 

平成 18 年８月 
第９期 

平成 18 年２月 
自己資本比率（％） 86.0 64.9 80.2 

時価ベースの自己資本比率（％） 1,037.3 463.8 524.8 

債務償還年数（年） － － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 570.5 － 2,022.1 

 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 
 債務償還年数：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 
※１ 営業キャッシュ・フローは、(中間)連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャ

ッシュ・フロー」を使用しております。有利子負債は、(中間)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、利払いについ

ては、(中間)連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。 
※２ 第 10 期中間期（平成 18 年 8 月）においては、営業キャッシュ・フローがマイナスである

ため、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオを記載しておりません。 
 

(３) 通期の見通し 
今後の見通しといたしましては、わが国経済全体においては企業の好業績に伴う景気回復の本格化が家

計における消費へも波及しており、今後もこの状況がしばらく継続することが予想されます。また、団塊

世代の退職による労働力減少（2007 年問題）を目前に控え、企業の人材不足感からくる採用・雇用意欲の

高まりにより人員採用ニーズは一層過熱していくと思われます。 
その中でも、当社がおかれているインターネットを利用した求人広告市場は引き続き好調に推移するも

のと考えられます。 
このような状況の中で、「ジョブエンジン」事業については、下期も引き続き事業構造の変革を推し進め

るため当初の計画を下回ることを予想しておりますが、「はたらこねっと」事業および好調な「バイトルド

ットコム」事業の業績拡大により補うことを想定しております。 

一方、当第 1 四半期に当社初めての試みとなった「バイトルドットコム」の TVCM が期待を上回る良好

な効果を示し顧客数の増加にも大きく貢献したことを受け、下期についても、この効果をさらに持続・拡

大させるため、「バイトルドットコム」の TVCM を前倒しで追加実施いたします。新卒営業社員１６４名

の本格戦力化するタイミングでの TVCM 実施により、「バイトルドットコム」の売上・顧客数の更なる拡

大を図ると同時に、来期以降の成長を支える顧客基盤を強固にしてまいります。「はたらこねっと」につい

ても、クライアント企業の派遣スタッフの採用難という状況の中、テレビアニメ「働きマン」をスポンサ

ードする TVCM 等の投資を積極的に行い、競合企業との差別化を図ります。加えて TVCM 効果によりユ

ーザー数と応募数が急増していることを受けて、来期に向けて前倒しのシステムインフラ投資を実施いた

します。このため通期におきましては、広告宣伝費の増加および原価の増加が見込まれます。 
以上より、平成 19 年 2 月期の業績予想といたしましては、平成 18 年 10 月 6 日の発表のとおり、売上

高 8,823 百万円、経常利益 350 百万円、当期純利益 103 百万円を見込んでおります。 
 
 

※上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後のさまざまな不

確定要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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(４) 事業等のリスク 

当社の事業展開に関するリスクについては、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えら

れる主な事項を記載しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の

回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。 
本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は平成 18 年 10 月 13 日現在にお

いて判断したものであり、すべてのリスクを網羅するものではありません。 
 
① システムについて  

当社の事業は、インターネット上の情報サイトの運営という性質から、サイトのシステムそのもの

とコンピュータシステムを結ぶ通信ネットワークに依存しています。 
  地震や水害等の大規模広域災害、火災等の地域災害、コンピュータウィルスによる感染、電力供給

の停止、通信障害その他現段階では予測不可能な原因等によりコンピュータシステムがダウンした場

合、当社の営業は不可能となる可能性があります。また、一時的な過負荷による当社または ISP サー

ビスの作動不能、外部からの不正な手段によるサーバへの侵入等の犯罪、従業員の誤操作によるネッ

トワーク障害等の可能性があります。 
これらの障害が発生した場合には、当社の信頼が失墜することに起因した取引停止や、当社に対す

る訴訟・損害賠償が発生し、当社事業が大きな影響を受ける可能性があります。 
 
② 個人情報の保護について 

当社サイトでは、求人企業及び求職者がデータの送受信を行う際、安心して利用できるように、セ

キュリティモードとして、サーバ間通信を保護する SSL(Secure Sockets Layer)を採用しております。

SSL は、サーバと求人企業及び求職者間で通信される内容を暗号化いたしますので、全ての情報は、

第三者の盗聴、改ざん、成りすましから保護されております。 
個人情報の流出等の重大なトラブルが当社サイトから発生した場合には、契約内容にかかわらず、

法的責任を課される危険性があります。また、法的責任を問われないまでも、求人企業及び求職者の

信頼を失い、更にはブランドイメージの悪化等により、当社の事業及び業績に影響を与える可能性が

あります。 
当社は係る事態を未然に防ぐため個人情報の厳格な管理を徹底すべく、ＴＲＵＳＴｅマーク及びプ

ライバシーマークを取得しております。また平成 17 年 10 月 14 日付で、ＩＳＭＳ適合性評価制度の

認証を取得いたしました。 
  
③ 知的財産権について 

インターネット上での情報提供サービスにおいて、競合他社が実用新案または特許等を取得した場

合、その内容によっては、競争の激化または当社への訴訟が発生し、当社の業績に悪影響を及ぼす可

能性があります。 
当社は、その具体的事例を現時点では認識しておりませんが、本邦内外に限らず、当社の営む業務

の全部もしくは一部についての実用新案または特許等を第三者が既に取得していて、当社がそれらに

抵触して費用等が発生するリスクも否定できません。 
 
④ 新規事業について 

求人情報サービスの分野において、インターネットを利用して「派遣社員の求人情報」、「アルバイ

トの求人情報」及び「正社員の求人情報」を提供している企業は多く、併せて求人情報サービス市場

の拡大から、競合状況は一段と激化しています。そのため、当社は新しいアイデア・新しいサービス・

新しい技術を積極的に取り入れるため、積極的に新規事業への展開を検討してまいります。しかし、

競合先との差別化が思うように行えなかった場合、また、新規参入により当社の優位性が薄れた場合

には、事業計画通りに事業展開ができず、当社全体の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
さらに当社の新規事業領域は、インターネットと強い関連性があるため、日進月歩で進展する IT 技

術の動向を適切に取り込み、顧客ニーズにマッチしたサービスを検討してまいります。しかし、IT エ

ンジニアをはじめとするシステム技術者の確保が困難な場合や、システム開発期間が遅れることによ

り、新規事業のタイムリーな立ち上げが困難となり、その場合当社の業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 
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⑤ 法的規制について 

当社グループが影響を受ける可能性のある法的規制としては、まず、｢労働者派遣事業の適正な運営

の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律｣における人材派遣業の許可制度や派遣労働

者の就業条件の整備等が挙げられます。平成 16 年 3 月の労働者派遣法の改正により、派遣期間が 長

1 年から 3 年へ延長され、製造業への人材派遣の解禁等、規制緩和が進む中で当社の顧客である人材

エージェントにとっては、事業機会の拡大が見込まれます。しかし、法的規制が強化された場合には

当社の事業、業績に影響を与える可能性があります。 
以上のほか、当社子会社のディップエージェント株式会社が有料職業紹介事業者として、厚生労働

大臣の許可を受け人材紹介事業を開始しております。（許可番号 13-ユ-301615）また、同社の有して

いる有料職業紹介事業者の許可の取消については、職業安定法第 32 条に欠格事項が定められておりま

す。現時点において許可の取り消しに至る事実はありませんが、今後において、何らかの理由により

許可の取消があった場合には、同社の事業が運営できなくなる可能性があります。 
そのほか、「職業安定法」での労働条件の明示、「労働基準法」の男女同一賃金の原則、「雇用の分野

における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」（いわゆる「男女雇用機会均等法」）の募

集および採用の平等、「 低賃金法」の各都道府県の地域別または産業別の 低賃金の規定、「消費者

保護基本法」の表示の適正化等に基づく虚偽または誇大な表示の規制等の法的規制の改定または派遣

労働者募集方法について法的規制がなされた場合、当社の事業活動が制約を受ける可能性があります。 
当社は、上述の諸法令を遵守した情報を当社サイト上に掲載し、各クライアント企業等の求人情報

提供元に対しても法令の趣旨を周知することで、求職者が安心して当社グループのサービスを利用で

きるよう継続的に努めておりますが、掲載情報の遵法性または正確性が不十分であった場合、ユーザ

ーからの信頼を失い、ブランド力の低下につながる可能性があります。 
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４．中間連結財務諸表等 
（1）中間連結貸借対照表 

                                (単位：千円) 

前中間連結会計期間末 
(平成17年８月31日現在) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年８月31日現在) 

前連結会計年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年２月28日現在) 

期別 

 

科目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

 

(資産の部) 

Ⅰ. 流動資産 

1. 現金及び預金 

2. 受取手形及び売掛金 

3. 繰延税金資産 

4．その他 

   貸倒引当金 

 

 

 

 

 

 

 

2,104,162

564,099

― 
163,684

△5,444

％

1,377,235

1,076,293

289,599

137,793

△11,038

％
 

 

 

 

 

 

2,129,837

979,769

70,199

99,968

△9,334

％

流動資産合計 

 

Ⅱ. 固定資産 

1. 有形固定資産 ※ 

 

 

 

 

2,826,501

222,789

73.4 2,869,883

407,769

60.8

 

3,270,441

 

240,924

74.7

2. 無形固定資産 

(1) 連結調整勘定 

(2) ソフトウェア 

(3) その他 

 

232,650 

236,678 

5,538 474,867

507,685

311,296

75,064 894,046

 

204,732 

213,689 

28,732 447,154

3. 投資その他の資産 

(1) 敷金 

(2) その他 

貸倒引当金 

 

267,098 

60,668 

△2,895 324,871

495,488

67,517

△12,664 550,341

 

382,433 

49,267 

△12,606 419,093

 

固定資産合計  1,022,528 26.6 1,852,157 39.2  1,107,173 25.3

資 産 合 計  3,849,030 100.0 4,722,040 100.0  4,377,614 100.0
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           (単位：千円) 

前中間連結会計期間末 
(平成17年８月31日現在) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年８月31日現在) 

前連結会計年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年２月28日現在) 

期別 

 

科目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

    ％ ％  ％

(負債の部) 

Ⅰ. 流動負債 

1. 支払手形及び買掛金 

2. 短期借入金 

 

 

 

 

21,608

―

73,431

800,000

 

 

 

 

 

 
48,920

―

3. 一年以内返済予定の

長期借入金 
 ― 6,156   ―

4．未払金 

5. 未払法人税等 

6. 賞与引当金 

7. その他 

 

 

― 
146,625

69,992

299,559

250,584

49,112

135,979

319,160

 

 

 

 

 

 

188,286

265,780

95,229

265,451

 流動負債合計 

 

Ⅱ. 固定負債 

1. 長期借入金 

2. 預り保証金 

 

 

 

 

537,785

―

1,700

14.0 1,634,423

13,766

1,200

34.6 

 

 

 

 

 

863,668

―

1,400

19.7

  固定負債合計  1,700 0.0 14,966 0.3  1,400 0.1

負 債 合 計 

 

 

 

539,485 14.0 1,649,389 34.9 

 
 

865,068 19.8

(資本の部) 

Ⅰ. 資本金 

Ⅱ. 資本剰余金 

 

 

 

1,071,490

1,773,069

27.8

46.1

―

―

 

― 

 

 

 

 

1,077,190

1,778,805

24.6

40.6

Ⅲ. 利益剰余金  465,445 12.1 ― ―  657,010 15.0

Ⅳ. 自己株式       △460 △0.0 ― ―  △460 △0.0

資 本 合 計  3,309,544 86.0 ― ―  3,512,545 80.2

負債、少数株主持分及び 

資本合計 
 3,849,030 100.0 ― ―  4,377,614 100.0

    

(純資産の部) 

Ⅰ. 株主資本 

1. 資本金 

2. 資本剰余金 

3. 利益剰余金 

4. 自己株式 

 

 

 

 

 

―

―

―

―

―

―

―

―

1,079,370

1,780,988

205,020

△460

 

 

22.9 

37.7 

4.3 

△0.0 

 

 

 

―

―

―

―

―

―

―

―

株主資本合計  ― ― 3,064,918 64.9  ― ―

Ⅱ. 新株予約権  ― ― 30 0.0  ― ―

Ⅲ. 少数株主持分     ― ― 7,701 0.2  ― ―

純資産合計  ― ― 3,072,650 65.1  ― ―

負債及び純資産合計  ― ― 4,722,040 100.0  ― ―

     

 

 



 14 

（2）中間連結損益計算書 

                     (単位：千円) 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度の 
要約損益計算書 

( 自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日 ) 

期別 

 

科目 
金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比

    ％ ％  ％

Ⅰ.売上高 

Ⅱ.売上原価 

 

 

2,204,540

161,558

100.0

7.3

3,547,837

351,829

100.0 

9.9 

 

 

5,171,954

394,268

100.0

7.6

 売上総利益 

Ⅲ.販売費及び一般管理費 ※1 

 

 

2,042,982

1,807,341

92.7

82.0

3,196,008

3,714,275

90.1 

104.7 
 

4,777,685

4,141,155

92.4

80.1

 営業利益又は 

 営業損失（△） 
 235,640 10.7  △518,267 △14.6  636,530 12.3

Ⅳ.営業外収益 

1. 受取利息 

2. 受取配当金 

3. その他 

 

10 

3 

3,224 3,238 0.2

25

―

1,354 1,380

 

 

 

0.0 

 

20 

3 

8,816 8,839 0.2

Ⅴ.営業外費用       

1. 支払利息 

2. 持分法による投資損失 

3. その他 

 

123 

1,027 

306 1,457 0.1

1,652

―

2,464 4,117

 

 

 

0.1 

 

123 

14,185 

695 15,003 0.3

 経常利益又は 

 経常損失（△） 
 237,420 10.8  △521,004 △14.7  630,366 12.2

Ⅵ.特別利益        

1. 訴訟和解金 

 

34,902 34,902 1.6 ― ―

 

― 

 

34,902 34,902 0.7

Ⅶ.特別損失        

1．固定資産除却損   ※2 

 

― ― ― 18,802 18,802

 

0.5 

 

8,554 8,554 0.2

税金等調整前中間(当期)

純利益又は税金等調整前

中間純損失（△） 

 272,322 12.4 △539,806 △15.2  656,714 12.7

法人税、住民税及び事業税 126,563 41,237  356,899 

 法人税等調整額 △10,815 115,747 5.3 △234,766 △193,528 △5.5 △48,324 308,574 6.0

少数株主損失  ― ― 390 0.0  ― ―

中間(当期)純利益又は純

損失（△） 
 156,574 7.1 △345,888 △9.7  348,139 6.7
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（3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

  中間連結剰余金計算書  
                                            (単位：千円) 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日) 

期別 

 

科目 
金 額 金 額 

    

（資本剰余金の部） 

Ⅰ. 資本剰余金期首残高 

Ⅱ. 資本剰余金増加高 

1. 新株予約権の行使による新株の発行 85,465

1,687,603

85,465

 

 

 

91,201 

1,687,603

91,201

Ⅲ.資本剰余金中間期末（期末）残高 1,773,069  1,778,805

 

（利益剰余金の部） 

Ⅰ. 利益剰余金期首残高 

Ⅱ. 利益剰余金増加高 

  中間(当期)純利益 

 

 

 

156,574

308,870

156,574

 

 

 

 

348,139 

308,870

348,139

Ⅲ.利益剰余金中間期末（期末）残高  465,445  657,010

    

 

 中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間  (自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日) 

                                          (単位：千円) 
株主資本 

 
資本金 

資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式 

株主資本 

合計 

新株予約

権 

少数株主 

持分 
純資産合計

平成18年2月28日残高 1,077,190 1,778,805 657,010 △460 3,512,545 34 ― 3,512,579

中間連結会計期間中の変

動額    

 新株の発行 2,180 2,183 4,363  4,363

 剰余金の配当   △106,102 △106,102  △106,102

 中間純利益   △345,888 △345,888  △345,888

 株主資本以外の項目の

中間連結会計期間中の

変動額   

△3 7,701 7,697

中間連結会計期間中の変

動額合計 
2,180 2,183 △451,990 △447,626 △3 7,701 △439,929

平成18年8月31日残高 1,079,370 1,780,988 205,020 △460 3,064,918 30 7,701 3,072,650
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（4）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

                                                  (単位：千円) 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
 ) 至 平成18 ８月31日年 

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

( 至 平成18年２月28日
自 平成17年３月１日) 

期別 

 

科目 

金   額 金   額 金   額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前中間(当期)純利益 

又は税金等調整前中間純損失(△) 

  減価償却費 

  連結調整勘定償却額 

  貸倒引当金の増加額 

  賞与引当金の増加額 

  受取利息及び受取配当金 

  支払利息 

  固定資産除却損 

訴訟和解金 

  持分法による投資損失 

売上債権の増加額 

  仕入債務の増減額（△：減少） 

  その他営業債権の増加額 

 その他営業債務の増加額 

その他 

272,322

55,911

27,918

319

21,327

△13

123

－

△34,902

1,027

△71,365

3,477

△69,540

36,108

△13,603

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△539,806

83,071

64,681

1,578

36,317

△25

1,652

18,802

－

－

△36,737

20,250

△36,969

53,352

285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

656,714

125,512

55,836

13,920

46,564

△23

123

8,554

△34,902

14,185

△434,543

12,926

△36,742

116,192

△25,075

     小計 

  利息及び配当金の受取額 

  利息の支払額 

  法人税等の支払額 

229,109

13

△123

△158,667

 

 

 

 

△333,546

25

△2,329

△273,019

 

 

 

 

519,243

23

△123

△269,847

営業活動によるキャッシュ・フロー 70,332  △608,870  249,296

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資有価証券の売却による収入 

関係会社株式の取得による支出 

関係会社株式の売却による収入 

2,435

△25,000

－ 

 

 

 

 

－
－
－

 

 

 

2,435

△25,000

10,814

連結範囲の変更を伴う子会社株式

の取得による支出(※２) 
－  △338,423  －

有形固定資産の取得による支出 

  無形固定資産の取得による支出 

  長期前払費用の取得による支出 

敷金・保証金の払込みによる支出 

敷金・保証金の払戻しによる収入 

  その他 

△68,179

△60,446

△1,300

△18,068

261

△1,157

 

 

 

 

 

 

△219,882

△179,171

－

△110,806

11,578

△1,196

 

 

 

 

 

 

△113,065

△84,825

－

△122,621

391

△4,274

投資活動によるキャッシュ・フロー △171,456  △837,903  △336,145

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増額 

長期借入金の返済による支出 

 新株発行による収入 

 配当金の支払額 

－

－

167,580

－

 

 

 

800,000

△4,104

4,360

△106,083

 

 

 

 

－

－

－

178,980

－

財務活動によるキャッシュ・フロー 167,580  694,172  178,980

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 －  －  －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△：

減少） 
66,455  △752,601  92,130

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,037,706  2,129,837  2,037,706

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期

末)残高(※1) 
2,104,162  1,377,235  2,129,837

 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

期別 

 

項目 

前中間連結会計期間 

( 至 平成17年８月31日
自 平成17年３月１日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

 
１ 連結の範囲に

関する事項 

連結子会社の数    １社 

株式会社イー・エンジン 

連結子会社の数 

 ３社 

株式会社イー・エンジン 

株式会社ブックデザイン 

 ディップエージェント株式

会社 
株式会社ブックデザインは

株式取得により子会社化され

たことから、またディップエー

ジェント株式会社は 100%子会

社として新規設立されたこと

から、当中間連結会計期間より

連結子会社に含めることとい

たしました。 

連結子会社の数    １社 

株式会社イー・エンジン 

２ 持分法の適用

に関する事項 

(1)持分法を適用した関連会社数

   １社 

会社等の名称 

株式会社なでしこキャリア 

   株式会社なでしこキャリ

アは、平成17年６月の設立

に伴い、当中間連結会計期

間より持分法適用関連会社

となりました。 

 

 

 

 

 

(2) 持分法適用会社の中間決算

日は７月31日であり、中間

連結決算日と異なります

が、当該会社の中間会計期

間に係わる中間財務諸表を

使用しております。 

 (1) 持分法を適用した関連会社数

  １社 

会社等の名称 

株式会社なでしこキャリア 

  株式会社なでしこキャリ

アは、平成17年６月の設立に

伴い、当連結会計年度より持

分法適用関連会社となりま

した。なお、同社の持分は、

平成18年２月28日をもって

第三者に譲渡したため、連結

決算日において持分法適用

関連会社から除外しており

ます。 

(2) 持分法適用関連会社の決算

日は１月31日であり、連結決

算日と異なっておりますが、

当該会社の事業年度に係わ

る財務諸表を使用しており

ます。 

３ 連結子会社の

中 間 決 算 日

(決算日)等に

関する事項 

連結子会社の株式会社イ

ー・エンジンの中間決算日は

７月31日であり、中間連結決

算日と異なっております。 

中間連結財務諸表の作成に

おいては、当該会社の中間会

計期間に係わる中間財務諸表

を使用しております。ただし、

中間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。 

連結子会社の株式会社イ

ー・エンジン及びディップエ

ージェント株式会社の中間決

算日は７月31日であり、中間

連結決算日と異なっておりま

す。 

中間連結財務諸表の作成に

おいては、当該会社の中間会

計期間に係わる中間財務諸表

を使用しております。 

連結子会社の株式会社ブッ

クデザインの中間決算日は11

月30日であり、中間連結決算

日と異なっております。 

中間連結財務諸表の作成

においては、８月31日に仮決

算を行っております。 

連結子会社の株式会社イー・エ

ンジンの決算日は１月31日であ

り、連結決算日と異なっておりま

す。 

連結財務諸表の作成において

は、当該会社の事業年度に係わる

財務諸表を使用しております。 
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期別 

 

項目 

前中間連結会計期間 

( 至 平成17年８月31日
自 平成17年３月１日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

 
４ 会計処理基準

に関する事項 

（イ）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

たな卸資産 

貯蔵品・・・ 終仕入原価法

（イ）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

たな卸資産 

同左 

（イ）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

たな卸資産 

同左 

 （ロ）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物及び構築物 

    ３～18年 

機械装置及び車両運搬具 

２年 

工具器具及び備品 

   ３～10年 

(2) 無形固定資産 

 定額法を採用しております。

   なお、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）に基づい

ております。 

(3) 長期前払費用 

定額法を採用しております。

（ロ）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物及び構築物 

    ３～18年 

機械装置及び車両運搬具 

２年  

工具器具及び備品 

   ２～20年 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

（ロ）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物及び構築物 

    ３～18年 

機械装置及び車両運搬具 

２年   

工具器具及び備品 

   ２～15年 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

 （ハ）重要な引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

   売上債権、貸付金等の貸

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

勘案して回収不能見込額

を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

従業員賞与の支給に備

えるため、支給見込額のう

ち当中間連結会計期間負

担額を計上しております。

（ハ）重要な引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

（ハ）重要な引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

従業員賞与の支給に備

えるため、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。 

 （ニ）重要なリース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が

借主に移転するものと認め

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。 

（ニ）重要なリース取引の処理

方法 

同左 

（ニ）重要なリース取引の処理

方法 

同左 

 （ホ）その他中間連結財務諸表

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 

税抜方式によっております。

（ホ）その他中間連結財務諸表

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 

同左 

（ホ）その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項 

消費税等の会計処理 

同左 



 

期別 

 

項目 

前中間連結会計期間 

( 至 平成17年８月31日
自 平成17年３月１日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

 

５ 中間連結キャ

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 

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 

 

同左 

 

中間連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 

( 至 平成17年８月31日
自 平成17年３月１日 

 ) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 

( 至 平成18年２月28日
自 平成17年３月１日)

 
  

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当中間連結会計期間から「固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年8月9

日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準委員会

平成15年10月31日 企業会計基準適用

指針第6号）を適用しております。 

  これによる損益に与える影響はあり

ません。 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準) 

当中間連結会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準第５号平成17年12月

９日)及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準適用指針第８号平成17年

12月９日)を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は、3,064,918千円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則等の改

正により、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部に

ついては、改正後の中間連結財務諸表

規則により作成しております。 
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表示方法の変更 

前中間連結会計期間末 
(平成17年８月31日現在) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年８月31日現在) 

(中間連結貸借対照表) 

(1) 流動資産 

従来、流動資産の「その他」に含めて表示していた「繰

延税金資産」は、総資産の100分の5を超過したため、当

中間連結会計期間より区分掲記することにいたしまし

た。なお、前中間連結会計期間末において流動資産の「そ

の他」に含めていた繰延税金資産の金額は44,798千円で

あります。 

(2) 流動負債 

従来、流動負債の「その他」に含めて表示していた「未

払金」は、総資産の100分の5を超過したため、当中間連

結会計期間より区分掲記することにいたしました。なお、

前中間連結会計期間末において流動負債の「その他」に

含めていた未払金の金額は166,340千円であります。 
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追加情報 

前中間連結会計期間 

( 至 平成17年８月31日
自 平成17年３月１日 

 )  

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 

( 至 平成18年２月28日
自 平成17年３月１日)

 
（外形標準課税について） 

「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第9号)が平成15年3

月31日に公布され、平成16年4月1日以

後に開始する事業年度より外形標準

課税制度が導入されたことに伴い、当

中間連結会計期間から法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算

書上の表示方法については実務対応

報告第12号「法人事業税における外形

標準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」（企業会

計基準委員会平成16年２月13日）に従

い、法人事業税の付加価値割及び資本

割10,273千円を販売費及び一般管理

費として処理しております。 

  

 

（外形標準課税について） 

「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第9号)が平成15

年3月31日に公布され、平成16年4月1

日以後に開始する事業年度より外形

標準課税制度が導入されたことに伴

い、当連結会計年度から、法人事業

税における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示方法については実務

対応報告第12号「法人事業税におけ

る外形標準課税部分の損益計算書上

の表示についての実務上の取扱い」

（企業会計基準委員会平成16年２月

13日）に従い、法人事業税の付加価

値割及び資本割17,320千円を販売費

及び一般管理費として処理しており

ます。 

 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

前中間連結会計期間末 
(平成17年８月31日現在) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年８月31日現在) 

前連結会計年度末 
(平成18年２月28日現在) 

※ 有形固定資産の減価償却累計額 

          73,872千円 

 

※ 有形固定資産の減価償却累計額 

          151,474千円 

 

※ 有形固定資産の減価償却累計額 

           110,627千円

 
 
 

(中間連結損益計算書関係) 

前中間連結会計期間 

( 至 平成17年８月31日
自 平成17年３月１日) 

 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

 

前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

 

※1 販売費及び一般管理費の主要項目  

   給与手当    417,800千円 

   広告宣伝費   508,593千円 

      賞与引当金繰入  68,606千円 

   貸倒引当金繰入    319千円 

※1 販売費及び一般管理費の主要項目 

   給与手当   1,086,304千円

   広告宣伝費   917,990千円

      賞与引当金繰入  135,547千円

   貸倒引当金繰入   4,554千円

※1 販売費及び一般管理費の主要項目 

   給与手当   1,033,005千円

   広告宣伝費    1,124,883千円

   賞与引当金繰入  94,644千円

貸倒引当金繰入  13,920千円

 ※2 固定資産除却損の内訳  

   建物附属設備    17,089千円

   工具器具備品    1,713千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間  (自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日) 

発行済株式の種類及び総数並びに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（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間 
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式（注） 132,630 220 － 132,850 

合計 132,630 220 － 132,850 

自己株式     

普通株式 2 － － 2 

合計 2 － － 2 

（注）普通株式の発行済株式総数の増加株は、新株予約権（旧新株引受権含む）の権利行使による新株の発行220株でありま

す。 

 
新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 
前連結会計

年度末 
当中間連結会
計期間増加 

当中間連結会
計期間減少 

当中間連結会
計期間末 

当中間連結

会計期間末

残高 

（千円） 

平成14年新株引受権

（注）１ 
普通株式 190 － 20 170 34

平成15年新株予約権

（注）２ 
普通株式 610 － 200 410 －

平成17年新株予約権① 

（注）３ 
普通株式 1,121 － 89 1,032 －

提出会社 

平成17年新株予約権② 普通株式 220 － － 220 －

（注）１ 当中間連結会計期間減少は、新株引受権の行使によるものであります。 

   ２ 当中間連結会計期間減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

   ３ 当中間連結会計期間減少は、新株予約権の失効によるものであります。 

 



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日) 

 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

 

前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

 
※１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係 

 

現金及び預金勘定  2,104,162千円

現金及び現金同等物 2,104,162千円 

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係 

 

現金及び預金勘定  1,377,235千円

現金及び現金同等物 1,377,235千円 

 

※１ 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  

 

 

現金及び預金勘定  2,129,837千円

現金及び現金同等物 2,129,837千円

 

 

 

※２ 株式の取得により新たに連結

子会社となった会社の資産及

び負債の主な内訳 

 

 株式の取得により新たに株式会社

ブックデザインを連結したことに伴

う連結開始時の資産及び負債の内訳

並びに株式の取得価額と取得による

支出（純額）との関係は次のとおり

であります。   

 

流動資産 98,224 千円

固定資産  21,533  

連結調整勘定 367,634  

流動負債 △63,484  

固定負債    

少数株主持分  

△15,818

△8,091

 

 

株式会社ブック
デザイン株式の
取得価額 

400,000 千円

株式会社ブック
デザインの現金
及び現金同等物 

△61,576  

差引: 株式会社ブ
ックデザイン株式
の取得による支出

338,423 千円
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(リース取引関係) 
 

EDINET による開示を行うため、記載を省略しております。 

  

(有価証券関係) 

当中間連結会計期間末（平成18年８月31日現在） 

該当事項はありません。 

                                 

前中間連結会計期間末（平成17年８月31日現在） 

時価評価されていない主な有価証券 

                                (単位：千円) 

種類 中間連結貸借対照表計上額 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 
関連会社株式 

 

23,972 

 

前連結会計年度末（平成18年２月28日現在） 

該当事項はありません。 

 

 

(デリバティブ取引関係) 

当中間連結会計期間  (自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日) 

デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

前中間連結会計期間  (自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31日) 

デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度  (自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

 

(ストック・オプション等関係) 
 

EDINET による開示を行うため、記載を省略しております。 
 

 

 



 25 

 （セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当中間連結会計期間  (自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日) 

                                         (単位：千円) 

 
はたらこ 

ねっと 

バイトル 

ドットコム

ジョブ 

エンジン 
その他 計 

消去又は全

社 
連結 

1,026,673 1,809,112 615,892 96,159 3,547,837 ― 3,547,837

Ⅰ売上高及び営業損益 

 売上高 

１． 外部顧客に対する売上高 

２． セグメント間の内部売上

高又は振替高 ― ― ― 111,856 111,856 △111,856 ―

計 1,026,673 1,809,112 615,892 208,016 3,659,694 △111,856 3,547,837

営業費用 533,035 1,493,814 921,420 244,492 3,192,762 873,342 4,066,105

営業利益又は営業損失（△） 493,637 315,298 △305,528 △36,476 466,931 △985,199 △518,267

 (注)  １．事業の区分は、内部管理上採用している区分に基づき、市場及び事業形態を考慮して決定しております。 

     ２．各区分に属する主な事業内容 

            (1)はたらこねっと･･･人材派遣業務の求人情報サイト 

(2)バイトルドットコム･･･アルバイトの求人情報サイト 

(3)ジョブエンジン･･･検索エンジン型の総合転職支援サイト 

(4)その他･･･広告及びウェブサイトの企画・編集など 

     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の金額は983,599千円であり、その主なものは提出会社の管理

部門に関わる費用であります。 

４．「人事ねっと」は、平成18年2月28日をもってサービス提供を休止したため、当中間連結会計期間より記載対象セグメントから除

外しております。また、当中間連結会計期間より「その他」の区分を設けておりますが、その内訳は、主に平成18年３月１日より

当社グループ会社となった株式会社ブックデザインに関するものであります。 

 

前中間連結会計期間  (自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31日) 

                                         (単位：千円) 

 
はたらこ 

ねっと 

バイトル 

ドットコム
人事ねっと

ジョブ 

エンジン 
計 

消去又は全

社 
連結 

947,473 1,049,752 905 206,408 2,204,540 ― 2,204,540

Ⅰ売上高及び営業損益 

 売上高 

1.  外部顧客に対する売上高 

２. セグメント間の内部売上

高又は振替高 ― ― ― ― ― ― ― 
計 947,473 1,049,752 905 206,408 2,204,540 ― 2,204,540

営業費用 376,126 722,437 10,928 430,330 1,539,821 429,078 1,968,900

営業利益又は営業損失（△） 571,346 327,315 △10,022 △223,921 664,718 △429,078 235,640

(注) １．事業の区分は、内部管理上採用している区分に基づき、市場及び事業形態を考慮して決定しております。 

   ２．各区分に属する主な事業内容 

            (1)はたらこねっと･･･人材派遣業務の求人情報サイト 

(2)バイトルドットコム･･･アルバイトの求人情報サイト 

(3)人事ねっと･･･人材エージェントと求人企業のマッチングサイト 

(4)ジョブエンジン･･･検索エンジン型の正社員転職情報サイト 

    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の金額は429,078千円であり、その主なものは提出会社の管理部

門に関わる費用であります。 
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前連結会計年度  (自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

                                          (単位：千円) 

 
はたらこ 

ねっと 

バイトル 

ドットコム
人事ねっと

ジョブ 

エンジン 
計 

消去又は全

社 
連結 

1,930,245 2,585,567 1,650 654,491 5,171,954 ― 5,171,954

Ⅰ売上高及び営業損益 

 売上高 

１．外部顧客に対する売上高 

２．セグメント間の内部売上

高又は振替高 ― ― ― ― ― ― ― 

計 1,930,245 2,585,567 1,650 654,491 5,171,954 ― 5,171,954

営業費用 773,547 1,492,939 18,557 1,137,428 3,422,473 1,112,950 4,535,423

営業利益又は営業損失（△） 1,156,698 1,092,627 △16,907 △482,937 1,749,480 △1,112,950 636,530

 (注) １．事業の区分は、内部管理上採用している区分に基づき、市場及び事業形態を考慮して決定しております。 

   ２．各区分に属する主な事業内容 

            (1)はたらこねっと･･･人材派遣業務の求人情報サイト 

(2)バイトルドットコム･･･アルバイトの求人情報サイト 

(3)人事ねっと･･･人材エージェントと求人企業のマッチングサイト 

(4)ジョブエンジン･･･検索エンジン型の総合転職支援サイト 

    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の金額は1,112,950千円であり、その主なものは提出会社の管理

部門に関わる費用であります。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

当中間連結会計期間  (自 平成 18 年３月１日 至 平成 18 年８月 31 日)において、本邦以外の国又は地域に所

在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

前中間連結会計期間  (自 平成 17 年３月１日 至 平成 17 年８月 31 日)において、本邦以外の国又は地域に所

在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度  (自 平成 17 年３月１日 至 平成 18 年２月 28 日)において、本邦以外の国又は地域に所在す

る連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

 
【海外売上高】 

当中間連結会計期間  (自 平成 18 年３月１日 至 平成 18 年８月 31 日)において、海外売上高がないため、該

当事項はありません。 

 

前中間連結会計期間  (自 平成 17 年３月１日 至 平成 17 年８月 31 日)において、海外売上高がないため、該

当事項はありません。 

 

前連結会計年度  (自 平成 17 年３月１日 至 平成 18 年２月 28 日)において、海外売上高がないため、該当事

項はありません。
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 (１株当たり情報) 
前中間連結会計期間 

( 至 平成17年８月31日
自 平成17年３月１日) 

 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

 

前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

 
１株当たり純資産額 

            25,065円 09銭 

１株当たり純資産額 

            23,070円 87銭 

１株当たり純資産額 

         26,484円 19銭 

１株当たり中間純利益金額 

           1,258円 24銭 

１株当たり中間純損失金額 

          △2,605円 68銭 

１株当たり当期純利益金額 

          2,713円 06銭   

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額 

            1,178円 89銭 

 

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額 

中間純損失が計上されているため記

載しておりません。 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 

         2,616円 34銭 

 

(注)１株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

 

 期別 

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

 

前連結会計年度 

( 至 平成18年２月28日
自 平成17年３月１日)

 
１株当たり中間(当期)純

利益金額 
 

中間(当期)純利益 

 (千円) 
156,574 △345,888 348,139

普通株主に帰属しない

金額(千円) 
─ ─ ─

普通株式に係る中間(当

期)純利益 (千円) 
156,574 △345,888 348,139

期中平均株式数(株) 124,440 132,744 128,320

 

潜在株式調整後１株当た

り中間(当期)純利益金額 

中間(当期)純利益調整

額(千円) 
─ ─

普通株式増加数(株) 8,376 ─ 4,744

（うち新株引受権） 

（うち新株予約権） 

(7,452)

(924)

─

─

(3,918)

(826)

希薄化効果を有しないた

め、潜在株式調整後１株当

たり中間(当期)純利益の

算定に含めなかった潜在

株式の概要 

─

平成15年9月26日発行 

第１回新株予約権 

 410株

平成17年7月1日発行 

第２回－１新株予約権 

1,032株

平成17年12月28日発行 

第２回－２新株予約権 

220株

平成14年2月27日発行 

旧商法の規定に基づく新

株引受権 

170株

第８回定時株主総会で決

議され、平成17年６月17日

開催の取締役会にて付与

された新株予約権の行使

により発行すべき株式数 

1,121株

第８回定時株主総会で決

議され、平成17年12月16日

開催の取締役会にて付与

された新株予約権の行使

により発行すべき株式数 

220株

 

 



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日) 

 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

 

前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

 
 

 
  

 
 
 

 
 平成18年3月1日開催の取締役会において 

株式会社ブックデザインの株主から株式を 

取得する株式売買契約書を締結する旨及び 

子会社とする旨を決議し、同日付で以下の通 

り実施いたしました。 

① 取得の理由 

当該会社は、大手企業をクライアント 

に広告及びウェブサイトの企画・編集 

等を行うことで高い実績をあげており、

当該会社の株式を取得することは、 

当社グループのサイト企画・編集面に 

おいて高いシナジーの発揮が可能にな 

るためであります。 

② 買収した会社の名称、事業内容、規模 

名
称

株式会社ブックデザイン 

事
業
内
容 

(1)創刊､ﾘﾆｭｰｱﾙなど新ﾒﾃﾞｨｱ（紙・

WEB）開発企画 

(2)雑誌記事・広告・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの制作 

(3)WEBｻｲﾄ企画・運営 

(4)書籍編集制作 

資本金 
10,000

千円 

(平成18年2

月28日現在)

売上高 
344,065

千円 

(平成17年 

5月期) 

営業利益
7,091 

千円 

(平成17年 

5月期) 

経常利益
6,020 

千円 

(平成17年 

5月期) 

当 期 純

利益 

4,671 

千円 

(平成17年 

5月期) 

総資産 
151,323

千円 

(平成17年5

月31日現在)

規
模 

株主資本
20,652

千円 

(平成17年5

月31日現在)

③ 株式取得の時期 

平成18年3月1日 

④ 取得する株式の数、取得価額及び取得 

後の議決権比率 

 

取得する株式数 160株 

取得価額 400,000千円 

取得後の議決権比率 80％ 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当グループの主たる業務は、インターネットを利用した求人求職情報掲載料の売上であり、提供するサービスには生

産に該当する事項がありませんので、生産実績に関する記載はしておりません。 

 

(2) 受注実績 

生産実績と同様の理由により、記載を省略しております。 

 

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 

部門別売上高 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

 

前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日)

 

 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

はたらこねっと 947,473 43.0 1,026,673 28.9 1,930,245 37.3

バイトルドットコム 1,049,752 47.6 1,809,112 51.0 2,585,567  50.0

人事ねっと 905 0.0 ― ― 1,650 0.0

ジョブエンジン 206,408 9.4 615,892 17.4 654,491 12.7

その他 ― ― 96,159 2.7 ― ―

合計 2,204,540 100.0 3,547,837 100.0 5,171,954 100.

（注）上記販売実績には消費税等は含まれておりません。 
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