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１．平成19年2月期の連結業績（平成18年3月1日～平成19年2月28日） 

(1) 連結経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
19年 2月期 
18年 2月期 

百万円   ％ 
8,434（ 63.1） 
5,171（ 67.6） 

百万円   ％ 
631（△0.9） 
636（ 43.7） 

百万円   ％ 
629（△0.1） 
630（ 51.2） 

 

 当期純利益 
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 

売 上 高 
経常利益率 

 
19年 2月期 
18年 2月期 

百万円   ％ 
188（△45.9） 
348（  59.5） 

円  銭 
1,417.76 
2,713.06 

円  銭 
  1,412.11  
 2,616.34 

％ 
5.3 
10.7 

％ 
12.6 
16.0 

％ 
7.5 
12.2 

 
(注)① 持分法投資損益 19年2月期 ―百万円  18年2月期 △14百万円  

② 期中平均株式数(連結) 19年2月期 132,816株  18年2月期 128,320株  

③ 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。 

④ 会計処理の方法の変更   無 

(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 

 
19年 2月期 
18年 2月期 

百万円 
5,617 
4,377 

百万円 
3,617 
3,512 

％ 
64.1 
80.2      

円   銭 
27,080.53 
26,484.19 

 
(注)① 期末発行済株式数 19年2月期 133,018株  18年2月期 132,628株  

② 期末自己株式数 19年2月期 2株  18年2月期 2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 

 
19年 2月期 
18年 2月期 

百万円 
△155 
249 

百万円 
△1,063 
△336 

百万円 
893 
178 

百万円 
1,804 
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）－社 

２．平成20年2月期の業績予想（平成19年3月１日～平成20年2月29日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 

中間期 

通 期 

百万円 

4,500 

10,800 

百万円 

△550 

710 

百万円 

△360 

260 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 1,954円62銭 

※記載数値は百万円未満を切り捨てて表示しております。また、上記業績予想につきましては現在当社が入手可能な

情報に基づき作成したもので、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。なお、

１株当たり当期純利益の計算には、平成19年２月期の期末発行済株式数を使用しております。 
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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・エンジン及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」及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・・・・人材エージェント及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」の運営事業及び転職人材 
             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） その他事業 
（主な事業） 
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最適な企業を紹介し、企業に対しても最適 
             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〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 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 

当社グループ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。 

当社グループ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の内部留保の充実に努

めることで企業価値の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。 

このような方針の下、当期末の配当金につきましては、通期業績及び収益、その他の状況を勘案した

上で、１株につき800円の普通配当を予定しております。 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

投資単位の引下げは、当社株主の拡大及び株式の流動性を高めるための有効な手法と認識しておりま

す。個人投資家層の拡大や株式流通の活性化を図るため、費用と効果を総合的に勘案し、株式分割など

投資単位の引下げを柔軟に検討してまいります。この方針のもと、平成16年10月に株式分割（５分割）

を実施しております。 

 

（４）目標とする経営指標 

当社グループは、目標とする経営指標として、市場の成長に見合う売上高成長率及び、売上高経常利

益率を重視しています。 

競争環境が厳しくなる中でシェア拡大を実現するためには、売上高の成長が必要であり、そのための

多くの営業人員の採用・育成が必要となります。また、より多くの求職者や求人企業に当社グループの

商品・サービスを理解いただき、利用してもらうためには、広告宣伝活動や継続的な商品力の強化が必

要となります。これら、売上高の成長に見合った広告宣伝費及び人件費のバランスを総合的に勘案し、

短期的ではなく中長期的に売上高経常利益率を伸ばしていく方針としております。 

 

（５）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組織力・商品企画力の強化、“仕事を探すのであればディップのサイ
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トで”という徹底したブランディング、「ジョブエンジン」事業の収益化と拡大、Ｍ＆Ａを含めた新規

事業の立ち上げを積極的に行ってまいります。 

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。 

また規模が拡大する中で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。 

  

（６）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、引き続き非常に

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、さら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折込チラシ

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継続的に強化してまい

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 

当社は事業強化と新たなる商品・サービスの創造を目的として、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、さら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及びウェブサイトの企画・編集等を行い、高い実績を上げており、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なります。 

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、企業の採用ホームページを充実させ、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・運用システムサービス「RHP」（リクルーティングホームペ

ージ）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
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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20代の若手層を主な対

象とする人材紹介会社の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を迎えていることに加え、少子化についても重大な社会

問題となっております。一方、企業業績の拡大に伴い景気の拡大局面を迎えており、企業活動の活発

化に伴う企業の採用・雇用意欲の過熱傾向はますます高まっております。 

このような環境の下、当社のＷＥＢビジネスである「ジョブエンジン」のインフラとディップエー

ジェント株式会社のリアルビジネスを組み合わせることにより、新たな価値を創造し、「ジョブエン

ジン」ユーザー（求職者）に新たなサービスを提供してまいります。 

 

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 個人情報及び情報セキュリティの保護について 

当社グループの事業でありますインターネットを利用した求人情報提供サービスにおいては、求人

企業・派遣会社・人材紹介会社などに求職者が応募するだけではなく、求人企業などからのスカウト

を受ける場合を含め求職者が自らの個人情報を預託することがあります。 

当社サービスにおいても求職者は求人案件に応募したり、会員登録したりいたしますので、当社グ

ループには求職者の個人情報が多数あり、これが流出などの重大なトラブルとなった場合には、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

職者及び求人企業などの信頼を失い、さらにはブランドイメージの悪化などにより、当社の事業及び

業績に影響を与える可能性があります。 

当社グループにおいては、個人情報を保護し、同時に発生が予測されるトラブルを未然に防止する

ため、個人情報保護方針を策定し、個人情報の管理を徹底できるよう努めております。 

また、当社グループでは、個人情報だけでなくすべての情報を事業運営上最も大切な資産のひとつ

として認識し、その保護体制構築に向け、情報セキュリティ基本方針を策定し、情報セキュリティマ

ネジメントシステムの構築・維持向上に努めております。 

なお、個人情報保護方針及び情報セキュリティ基本方針に基づく実質的な体制を形骸化することな

く維持し、継続的に改善していくため、 

(イ)「個人情報保護 第三者機関認証シールプログラム」であるTRUSTeシールの取得 

(ロ)「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム－要求事項」に適合して、個人情報につい

て適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者などを認定するプライバシーマークの

取得 

(ハ)「JIS Q 27001情報技術－セキュリティ技術－情報セキュリティマネジメントシステム－要求
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事項」（ISO/IEC 27001）に適合して、整合性のとれた情報セキュリティマネジメントシステ

ムに対する第三者適合性評価制度であるISMS認証の取得 

等をすることにより、健全な情報化社会の実現に向け尽力しております 

⑤ 強固なマネジメント体制の構築及び営業社員の育成 

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、営業管理職・企画職を中心

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、

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

図ってまいりました。引き続き、マネジメント体制の強化と営業社員の育成に注力してまいります。 

また、より戦略性を高め、企業価値の向上を果たすことが重要な経営課題と考え、事業戦略の立案・

策定及びさらなる業務改革を推進することを目的に、新たに最高戦略責任者（CSO）を選任いたしま

した。今後は、当社の成長を継続的に実現するために、経営環境に即した事業戦略を立案し、着実な

遂行に努めてまいります。 

 

（７）親会社等に関する事項 

当社は、親会社等はありません。 

 

（８）その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 

当連結会計年度におけるわが国の経済情勢は、緩やかなペースで成長いたしました。景気動向につき

ましても、個人消費においては未だに弱さが見られるものの、企業部門の好調さが持続しており、「い

ざなぎ景気」を越える景気拡大局面を迎えるに至りました。さらに、円安基調、原油価格の下落が企業

収益において追い風となり、設備投資の増加も堅調に推移しました。 

また、企業業績が拡大を示すなか、企業活動の活発化に伴い雇用環境も順調に推移しており、４年連

続となる完全失業率の低下及び14年ぶりの1倍台を回復した有効求人倍率の推移がその裏づけとなって

おります。特に、団塊世代の大量退職による労働力減少（いわゆる2007年問題）や少子化による若年労

働者層の減少懸念等の社会構造的な問題も加わり、企業の人員採用ニーズはますます過熱している状況

です。 

このような環境において、当連結会計年度は当社初の試みとして「バイトルドットコム」のテレビコ

マーシャルを制作・放映いたしました。さらに、人気アニメ「働きマン」を当社イメージキャラクター

として起用し、主に「はたらこねっと」においてテレビアニメの番組提供（テレビコマーシャル含みま

す。）、交通広告、各種イベント等、積極的な広告宣伝を実施し、商品ブランドの認知・利用促進に重点

を置き活動してまいりました。このほか、「はたらこねっと」において、自らのパソコンスキルが無料

で測定できるサービス「全国一斉PCスキルテスト」を導入し、期待以上の登録者（受験者）の増加とな

りました。この結果、「はたらこねっと」及び「バイトルドットコム」のサイト認知度が向上し、同サ

イトの登録会員数は前連結会計年度末の434千人から526千人へと大きく増加しました。また、採用ホー

ムページ検索エンジン「ジョブエンジン」については、本来のサービスの効果を最大化させるために広

告型商品に加えて採用ホームページ構築・運用システムサービス（RHP：リクルーティングホームペー

ジ）を導入し、積極的な拡販を実施するとともに、朝日新聞社が運営するニュースポータルサイト

「asahi.com」に「ジョブエンジン」のコンテンツを提供し、「asahi ジョブエンジン」サイトとして求

人情報の提供を開始いたしました。このほか、求職者の会社や仕事に関する価値観を無料診断する新機

能、働きキャラ診断『チェキャラ！』を「ジョブエンジン」のサイト上で提供するなど、求人企業と求

職者のミスマッチを回避し、質の高い採用を支援するサービスの導入を行ってまいりました。この結果、

登録会員数は前連結会計年度末の181千人から350千人へと大きく増加しました。 

組織体制面では、大きな成長を続ける業界で競合企業に競り勝ち業界内シェアを上げ、将来の成長力

を担保する営業組織基盤を築くことを目的として、平成18年４月に約200名の新卒社員を採用しました。

この組織規模の拡大に合わせてマネジメント体制の強化も積極的に進めた結果、当社グループの社員数

は前連結会計年度末339名から523名（派遣社員及び臨時雇用社員を除きます。）へと増員となりました。

拠点につきましても京都支社、天王洲オフィスを新たに開設するなど、営業体制及び営業支援体制の強

化にも努めてまいりました。 

また、当社のサイト企画・編集面をさらに強化することを目的に平成18年３月１日付で広告及びウェ

ブサイトの企画・編集等を行う株式会社ブックデザインの発行済株式総数の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。 

さらに、インターネットを利用した当社の既存サービスだけでは囲い込めない転職希望者や求人企業

へのアプローチを目的として、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を設立しました。同社は、同年９月に有料職業紹介事業の免許を取得し、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。 

 

以上の結果、当連結会計年度の連結売上高は8,434,935千円（前期比63.1％増）、連結経常利益は

629,760千円（前期比0.1％減）、連結当期純利益は188,301千円（前期比45.9％減）となりました。 

 

事業部門別の状況は以下のとおりであります。 
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① はたらこねっと事業 

当連結会計年度の「はたらこねっと」事業の売上高は2,335,689千円（前期比21.0％増）、営業利

益は1,160,388千円（前期比0.3％増）となりました。 

広告宣伝においては、人気アニメ「働きマン」を当社イメージキャラクターとしたテレビコマーシ

ャルや交通広告、イベント等、認知度の向上やユーザーの利用促進に努めました。サイト面では、九

州・沖縄地区の求人情報を集約した「九州・沖縄版」ページの新設、自らのパソコンスキルが無料で

測定できる新サービス『全国一斉PCスキルテスト』の導入等、運営サイトの情報の充実、利便性のア

ップ、ユーザーへのきめ細かいサービスに注力いたしました。これらの活動により、契約社数は順調

に成長し、平成19年２月末時点において646社（前期末比18.3％増：前期末546社、「はたらこ紹介予

定派遣」の契約社数を含みます。）となりました。 

なお、当事業におきましては、下期において商品リニューアル及び広告宣伝の積極展開を実施し、

前連結会計年度同期比で33.2％の売上高成長率を達成いたしました。 

 

② バイトルドットコム事業 

当社グループの主力部門に成長した「バイトルドットコム」事業の当連結会計年度の売上高は

4,486,092千円（前期比73.5％増）、営業利益は1,578,338千円（前期比44.5％増）と大きく増加しま

した。また、契約社数は平成19年２月末時点において2,485社（前期末比83.8％増：前期末1,352社）、

掲載情報数についても同21,427件（前期末比57.3％増：前期末13,622件）と大幅に拡大し、業界最大

級の掲載情報数を有するに至りました。 

広告宣伝においては、第１四半期に当社初の試みとなる「バイトルドットコム」のテレビコマーシ

ャルを制作・放映し、期待以上の良好な効果を得ることができました。また、携帯電話等のモバイル

化の進展がさらに顕著になるなか、「携帯電話によるアルバイト求人サイト利用実態調査」（調査機

関：ネットエイジア株式会社）において、サイト訪問率で１位を獲得するなど、「バイトルドットコ

ム」の認知度及び利用度はますます高くなりました。サイト面では、「はたらこねっと」同様に九州・

沖縄地区の求人情報を集約した「九州・沖縄版」ページの新設を実施し、情報の充実に努めました。 

 

③ ジョブエンジン事業 

当連結会計年度の「ジョブエンジン」事業の売上高は1,411,169千円（前期比115.6％増）と大きく

拡大しました。なお、営業損失は、296,359千円（前期は営業損失482,937千円）となっております。

これは、前連結会計年度に引き続き営業強化等に伴う費用支出が先行したのが要因ですが、下期以降

の構造改革により、収益状況は急速に改善しており、当事業は当第４四半期連結会計期間において黒

字化しております。 

当連結会計年度は、特に求人企業及び求職者の満足度向上と両者のマッチング精度向上を実現する

ために、採用ホームページ構築・運用システムサービス（RHP：リクルーティングホームページ）を

導入し、企業の採用ホームページの充実に注力いたしました。このほか、「ジョブエンジン」に登録

した転職希望者向けに、ITエンジニアを対象とした『ITエンジニアスキル診断サービス』や業界初と

なる『職務経歴書 文章自動生成ツール』、さらに、応募者管理ASPサービスの「ジョブマスター」に

人材紹介会社との相互連携を図る新たな応募者管理機能を追加するなど、さまざまなサービスを導入

いたしました。また、朝日新聞社が運営するニュースポータルサイト「asahi.com」に「ジョブエン

ジン」のコンテンツを提供し、「asahi ジョブエンジン」サイトとして求人情報を提供することによ

り、認知度の向上及びユーザーの獲得にも取り組んでまいりました。これらの活動により、累計登録

者会員（求職者による登録）数は、飛躍的に伸び、平成19年２月末時点において350千人（前期末比

93.4％増：前期末181千人）となりました。 
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④ その他事業 

当連結会計年度より当社グループに加わった株式会社ブックデザイン及びディップエージェント

株式会社の事業活動により、当該会社を主とするその他事業の当連結会計年度売上高は201,984千円

（外部売上高）となりました。なお、営業損失は60,661千円となっております。これは、当連結会計

年度において設立いたしましたディップエージェント株式会社の初期投資に伴うものであります。 

 

 

（２）財政状態 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は325,762千円減少し、当連結

会計年度末において1,804,075千円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

 

① 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155,548千円となりました。これは主に、法人税等の支払いによ

る支出460,946千円や売上債権の増加749,482千円などによるものであります。 

 

② 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1,063,341千円となりました。これは主に連結範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出338,423千円、有形固定資産の取得による支出291,385千円、無形固定資

産の取得による支出342,485千円によるものであります。 

 

③ 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893,128千円となりました。これは主に短期借入金の純増

1,000,000千円によるものであります。 

 

なお、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。 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

自己資本比率（％） 80.2 64.1 

時価ベースの自己資本比率（％） 421.1 177.8 

債務償還年数（年） － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 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 

(注)① 営業キャッシュ・フローは、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、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、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 前連結会計年度は、有利子負債の期末残高がなかったため、債務償還年数を記載しておりません。 

③ 当連結会計年度は、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）次期の見通し 

平成18年の平均完全失業率は4.1％（総務省発表）と4年連続で低下しており、同年平均の有効求人倍

率（原数値）も1.06倍（厚生労働省発表）と、14年ぶりに１倍台を回復しており、今後もこの傾向は続

くことが予想されます。これに対し、2007年問題を迎えた企業の労働力減少、少子化による若年労働者

層の減少といった社会構造的な問題が企業の人材確保に対する顕在的な課題となっており、企業活動の
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活発化に伴い人材採用ニーズはますます過熱している状況です。 

当社グループは、引き続き積極的な広告戦略の展開により、ブランドの確立に努めると同時に、新卒

大型採用等による営業力強化及び商品力強化に経営資源を集中することにより、当社グループの優位性

を明確に定義し、ユーザー及びクライアントにより高いvalue（価値）を提供してまいります。また、

採用した人材の早期戦力化と生産性向上のためのマネジメント体制の構築も継続的な重要課題として

営業展開してまいります。 

これらの状況から平成20年2月期の業績見通しを以下の通り見込んでおります。 

 

連結業績見通し（平成19年３月１日～平成20年２月29日） 

       

 

 

 

 

 平成20年２月期から売上の計上基準を月割から日割へと変更することによる売上高の減少、なら

びに営業力増強のための前連結会計年度に続く新卒大型採用の継続及び広告宣伝費の積極的投資に

伴い、第１四半期及び中間期は経常損失を見込んでおりますが、通期では、経常利益710百万円を見

込んでおります。 

 

単体業績見通し（平成19年３月１日～平成20年２月29日） 

 

 

 

 

 

平成20年２月期から売上の計上基準を月割から日割へと変更することによる売上高の減少、なら

びに営業力増強のための前事業年度に続く新卒大型採用の継続及び広告宣伝費の積極的投資等に伴

い、第１四半期及び中間期は経常損失を見込んでおりますが、通期では、経常利益930百万円を見込

んでおります。 

 

 （注）上記の業績予想につきまして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

の業績は今後様々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。 

 

（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19年２月28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

 中 間 期 通 期 

売 上 高 4,500百万円 10,800百万円 

経 常 利 益 △550百万円    710百万円 

当 期 純 利 益 △360百万円    260百万円 

 中 間 期 通 期 

売 上 高 4,200百万円 10,100百万円 

経 常 利 益 △390百万円    930百万円 

当 期 純 利 益 △240百万円    500百万円 
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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 個人情報及び情報セキュリティの保護について 

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、さら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。その後、ＩＳＭＳ認証基準が平成17年10月15日に発行された国際規格ＩＳＯ

27001（国内規格 ＪＩＳ Ｑ 27001は平成18年５月20日に発行）へ移行されたことに伴い、継続審査

及び拡大審査の際に、ＩＳＯ27001（ＪＩＳ Ｑ 27001）への移行審査をあわせて受審し、平成18年11

月27日に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なければなりません。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。 

 

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
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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、派遣期間が最

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」）

の募集及び採用の平等、「最低賃金法」の各都道府県の地域別または産業別の最低賃金の規定、「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．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 

前連結会計年度 
（平成18年２月28日現在） 

当連結会計年度 
（平成19年２月28日現在） 

期  別 
 

 
 

科  目 
金額(千円) 

構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   2,129,837   1,804,075  

２．受取手形及び売掛金   979,769   1,807,735  

３．繰延税金資産   70,199   111,912  

４．その他   99,968   110,231  

貸倒引当金   △9,334   △18,406  

流動資産合計   3,270,441 74.7  3,815,548 67.9 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1)建物及び構築物  143,116   231,635   

減価償却累計額  28,508 114,607  50,704 180,931  

(2)機械装置及び車両運搬具  4,775   4,775   

減価償却累計額  4,536 238  4,536 238  

(3)工具器具及び備品  203,252   380,130   

減価償却累計額  77,582 125,670  149,949 230,181  

(4)その他   408   408  

有形固定資産合計   240,924   411,760  

２．無形固定資産        

(1)ソフトウエア   213,689   364,175  

(2)連結調整勘定   204,732   443,004  

(3)その他   28,732   14,331  

無形固定資産合計   447,154   821,511  

３．投資その他の資産        

(1)繰延税金資産   21,468   68,432  

(2)敷金   382,433   482,601  

(3)その他   27,798   28,968  

  貸倒引当金   △12,606   △11,395  

投資その他の資産合計   419,093   568,607  

固定資産合計   1,107,173 25.3  1,801,878 32.1 

資産合計   4,377,614 100.0  5,617,426 100.0 
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前連結会計年度 
（平成18年２月28日現在） 

当連結会計年度 
（平成19年２月28日現在） 

期  別 
 

 
 

科  目 
金額(千円) 

構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形及び買掛金   48,920   50,831  

２．短期借入金   ―   1,000,000  

３．一年以内返済予定の長期借

入金 
  ―   2,052  

４．未払法人税等   265,780   201,044  

５．賞与引当金   95,229   126,155  

６．その他   453,737   605,313  

流動負債合計   863,668 19.7  1,985,397 35.3 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金   ―   13,766  

２．預り保証金   1,400   1,200  

固定負債合計   1,400 0.1  14,966 0.3 

負債合計   865,068  19.8  2,000,363 35.6 

（少数株主持分）       

少数株主持分   ― ―  ― ― 

（資本の部）       

Ⅰ 資本金 ※１  1,077,190  24.6  ― ― 

Ⅱ 資本剰余金   1,778,805  40.6  ― ― 

Ⅲ 利益剰余金   657,010  15.0  ― ― 

Ⅳ 自己株式 ※２  △460 △0.0  ― ― 

資本合計   3,512,545  80.2  ― ― 

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  4,377,614  100.0  ― ― 

       

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本      

１．資本金   ―  ―  1,080,900 19.2 

２．資本剰余金   ―  ―  1,782,549 31.7 

３．利益剰余金   ―  ―  739,209 13.2 

４．自己株式   ―  ―  △460 0.0 

株主資本合計   ―  ―  3,602,198 64.1 

Ⅱ 少数株主持分   ―  ―  14,864 0.3 

純資産合計   ―  ―  3,617,063 64.4 

負債及び純資産合計   ― ―  5,617,426 100.0 
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（２）連結損益計算書 

 
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 ) 

 

当連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 ) 

 

期  別 
 

 
 

科  目 
金額(千円) 

構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

        

Ⅰ 売上高   5,171,954 100.0  8,434,935 100.0 

Ⅱ 売上原価   394,268 7.6  653,573 7.7 

売上総利益   4,777,685 92.4  7,781,362 92.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．役員報酬  83,324   108,886   

２．給与手当  1,033,005   2,264,531   

３．賞与引当金繰入  94,644   128,133   

４．広告宣伝費  1,124,883   1,551,690   

５．貸倒引当金繰入  13,920   13,790   

６．減価償却費  63,834   118,838   

７．地代家賃  361,120   565,475   

８．連結調整勘定償却額  55,836   129,363   

９．その他  1,310,585 4,141,155 80.1  2,269,537 7,150,246 84.8 

営業利益   636,530 12.3   631,115 7.5 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息 20   213   

２．受取配当金  3   ―   

３．その他  8,816 8,839  0.2 8,571 8,784 0.1 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息  123   8,483  

２．新株発行費  290    ―  

３．持分法による投資損失  14,185    ―  

４．その他  405  15,003  0.3 1,655 10,139 0.1 

経常利益   630,366  12.2  629,760 7.5 

Ⅵ 特別利益       

１．訴訟和解金  34,902  34,902  0.7 ― ― ― 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除却損   ※ 8,554  8,554  0.2 138,640 138,640 1.7 

税金等調整前当期純利益  656,714  12.7  491,120 5.8 

法人税、住民税及び事業税  356,899    381,097   

法人税等調整額  △48,324  308,574  6.0 △85,052 296,045 3.5 

少数株主利益  ―  ―  6,773 0.1 

当期純利益   348,139  6.7  188,301 2.2 
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（３）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書  

 
 

連結剰余金計算書 
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(千円) 

(資本剰余金の部)    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   1,687,603 

Ⅱ 資本剰余金増加高    

   新株引受権及び新株予約権の 
行使による新株式の発行 

 91,201 91,201 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   1,778,805 

    

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   308,870 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

  当期純利益  348,139 348,139 

Ⅲ 利益剰余金期末残高   657,010 

    

 

 

連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度  (自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

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 

（千円） 
1,077,190 1,778,805 657,010 △460 3,512,545 34 ― 3,512,579 

連結会計年度中の 

変動額         

 新株の発行（千円） 3,710 3,744 ― ― 7,454 ― ― 7,454 

 剰余金の配当（千円） 

（注） 
― ― △106,102 ― △106,102 ― ― △106,102 

 当期純利益 

（千円） 
― ― 188,301 ― 188,301 ― ― 188,301 

 株主資本以外の項目

の連結会計年度中の

変動額（純額） 

（千円） 

― ― ― ― ― △34 14,864 14,830 

連結会計年度中の変動

額合計（千円） 
3,710 3,744 82,198 ― 89,653 △34 14,864 104,483 

平成19年２月28日残高 

（千円） 
1,080,900 1,782,549 739,209 △460 3,602,198 ― 14,864 3,617,063 

（注）平成18年5月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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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17年３月１日 
至 平成18年２月28日 ) 

 

当連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 ) 

 

期  別 
 
 
科  目 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益  656,714 491,120 

減価償却費  125,512 179,338 

連結調整勘定償却額  55,836 129,363 

貸倒引当金の増加額  13,920 7,676 

賞与引当金の増加額  46,564 26,493 

受取利息及び受取配当金  △23 △213 

支払利息  123 8,483 

固定資産除却損  8,554 138,640 

訴訟和解金  △34,902 ― 

持分法による投資損失  14,185 ― 

売上債権の増加額  △434,543 △749,482 

仕入債務の増減額（△:減少）  12,926 △6,145 

その他営業債権の増減額（△:増加）  △36,742 49,692 

その他営業債務の増加額  116,192 30,312 

その他  △25,075 9,258 

小計  519,243 314,537 

利息及び配当金の受取額  23 213 

利息の支払額  △123 △9,352 

法人税等の支払額  △269,847 △460,946 

営業活動によるキャッシュ・フロー  249,296 △155,548 

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  2,435 ― 

連結範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による支出 

 ― △338,423 

関係会社株式の取得による支出  △25,000 ― 

関係会社株式の売却による収入  10,814 ― 

有形固定資産の取得による支出  △113,065 △291,385 

無形固定資産の取得による支出  △84,825 △342,485 

敷金・保証金の取得による支出  △122,621 △114,874 

敷金・保証金の払戻しによる収入  391 28,532 

その他  △4,274 △4,705 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △336,145 △1,063,341 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増  ― 1,000,000 

長期借入金の返済による支出  ― △8,208 

新株発行による収入  178,980 7,420 

配当金の支払額  ― △106,083 

財務活動によるキャッシュ・フロー  178,980 893,128 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△:減少） 92,130 △325,762 

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

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  2,129,837 1,804,075 
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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 
 

期別 

 
項目 

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 ) 

 

当連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19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を取

得したことにより、ディップエージェ

ント株式会社は新たに設立したことに

より、当連結会計年度から、それぞれ

連結の範囲に含めております。 

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 連結子会社の事業

年度等に関する事

項 

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。 

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。ただし、２

月１日から連結決算日２月28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ブックデザイン

の決算日は５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、２月28日に仮決算を行っ

ております。 

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・・・最終仕入原価法 

（イ）重要な資産の評価基準及び評価方法 

たな卸資産 

同左 
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期別 

 
項目 

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 ) 

 

当連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 ) 

 
 （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 

  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 

 （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連結会計年度

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 

 （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 

  （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 

税抜方式によっております。 

（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 

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

方法は、全面時価評価法によって

おります。 

同左 

６ 連結調整勘定の償

却に関する事項 

連結調整勘定は発生日以降５年間

均等償却しております。 

同左 

７ 利益処分項目等の

取扱いに関する事

項 

連結剰余金計算書は、連結会計年

度中に確定した利益処分又は損失

処理に基づいて作成しておりま

す。 

―――――― 
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期別 

 
項目 

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 ) 

 

当連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 ) 

 
８ 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 

 

 

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 

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 ) 

 

当連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 ) 

 
───── 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度から「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。 

 

(ストック・オプション等に関する会計基準等) 

当連結会計年度から「ストック・オプション等に関

する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準第８号)及び「ストック・オプション

等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 

平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第11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) 

当連結会計年度より、「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、3,602,198

千円であります。 
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追加情報 

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 ) 

 

当連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28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 

（連結貸借対照表関係） 
 
 

前連結会計年度 
（平成18年２月28日現在） 

当連結会計年度 
（平成19年２月28日現在） 

※１ 発行済株式総数  普通株式   132,630株 ※１       ―――――――――― 

※２ 自己株式     普通株式     ２株 ※２       ―――――――――― 
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（連結損益計算書関係） 
 
 

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 ) 

 

当連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 ) 

 

※ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

    建物           3,446千円 

   工具器具及び備品     1,691千円 

   商標権            407千円 

   ソフトウェア       3,008千円 

     計          8,554千円  

※ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

    建物及び構築物       19,026千円 

   工具器具及び備品       1,713千円 

   ソフトウェア       117,900千円 

     計          138,640千円  

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成19年2月28日） 

１．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） 

当連結会計年度増
加株式数 

（株） 

当連結会計年度減
少株式数 

（株） 

当連結会計年度末
株式数 

（株） 

発行済株式     

普通株式（注） 132,630 390 － 133,020 

合計 132,630 390 － 133,020 

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390株

であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

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 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

当連結会計
年度末残高 
（千円） 

提出会社 
（親会社） 

平成14年新株引受権 
（注） 

普通株式 190 － 190 － － 

（注） 当連結会計年度減少は、新株引受権の行使によるものであります。 

 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年５月27日 
定時株主総会 

普通株式 106,102 800 平成18年２月28日 平成18年５月29日 
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（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期となるもの 

   次のとおり、決議を予定しております。 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年５月26日 
定時株主総会 

普通株式 106,414 利益剰余金 800 平成19年２月28日 平成19年５月28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17年３月１日 
至 平成18年２月28日 ) 

 

当連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 ) 

 
※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 

 

※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  1,804,075千円 

現金及び現金同等物 1,804,075千円 

 

※２ 

───── 

※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

内訳ならびに同社株式の取得価額と同社取得のため

の支出（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  △15,818 

少数株主持分  △8,091 

同社株式の取得価額  400,000千円 

同社現金及び現金同等物  △61,576   

差引：同社取得のための支出  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) 

前連結会計年度末（平成18年２月28日） 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度末（平成19年２月28日） 

該当事項はありません。 

 

 

(デリバティブ取引関係) 

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。 

 

当連結会計年度 (自 平成18年３月１日 至 平成19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。 

 

 

(退職給付関係) 

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) 

該当事項はありません。 

  
当連結会計年度 (自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

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。 
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（税効果会計関係） 

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 ) 

 

当連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19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        21,235千円 

賞与引当金        34,720 

貸倒引当金        8,806 

有形固定資産       15,621 

無形固定資産        9,639 

その他          1,644 

繰延税金資産合計      91,668千円 

繰延税金資産の純額     91,668千円 

 

 

 

 

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要な

項目別の内訳 

法定実効税率 40.7% 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入

されない項目 
2.6% 

特別税額控除 △2.8% 

留保金課税 2.1% 

住民税均等割 1.1% 

連結調整勘定償却 3.5% 

その他 △0.2% 

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 
47.0% 

 

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        20,005千円 

賞与引当金        51,712 

貸倒引当金         7,279 

有形固定資産       26,030 

無形固定資産       47,607 

税務上の繰越欠損金    25,855 

その他          27,709 

繰延税金資産小計    206,200千円 

評価性引当額      △25,855 

繰延税金資産合計     180,345千円 

繰延税金資産の純額    180,345千円 

 

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要な

項目別の内訳 

法定実効税率 40.7% 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入

されない項目 
2.9% 

住民税均等割 2.3% 

連結調整勘定償却額 10.7% 

評価性引当額増減 5.3% 

外形標準課税 △1.1% 

その他 △0.5% 

税効果会計適用後の法人税

等の負担率 
60.3% 
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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17年３月１日 至 平成18年２月28日)           

 

はたらこ 

ねっと 

（千円） 

バイトル 

ドットコム 

（千円） 

人事ねっと 

（千円） 

ジョブ 

エンジン 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全

社 

（千円） 

連結 

（千円） 

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 

Ⅱ資産、減価償却費及び

資本的支出 

 資産 

 減価償却費 

 資本的支出 

508,795 

17,640 

44,616 

757,542 

34,138 

90,041 

― 

2,791 

710 

547,766 

18,048 

35,171 

1,814,104 

72,619 

170,540 

2,563,509 

52,893 

73,736 

4,377,614 

125,512 

244,277 

 (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、その主なものは当社

の管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（2,563,509千円）の主なものは、親会社での余資運用資金（現金

及び預金）及び管理部門に係る資産等であります。 
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当連結会計年度  (自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日)  

 

はたらこ 

ねっと 

（千円） 

バイトル 

ドットコム 

（千円） 

ジョブ 

エンジン 

（千円） 

その他 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

2,335,689 4,486,092 1,411,169 201,984 8,434,935 ― 8,434,935 

 

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 
― ― 11,409 297,814 309,223 △309,223 ― 

計 2,335,689 4,486,092 1,422,578 499,798 8,744,159 △309,223 8,434,935 

営業費用 1,175,301 2,907,753 1,718,937 560,459 6,362,452 1,441,367 7,803,820 

営業利益又は営業損失

（△） 1,160,388 

 

1,578,338 △296,359 △60,661 2,381,707 △1,750,591 631,115 

Ⅱ資産、減価償却費及び資

本的支出 

 資産 

 減価償却費 

 資本的支出 

620,921 

21,317 

127,212 

1,434,895 

50,095 

199,275 

997,849 

13,387 

100,167 

121,185 

7,603 

38,357 

3,174,852 

92,403 

465,013 

2,442,574 

86,934 

684,021 

5,617,426 

179,338 

1,149,035 

(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、人材紹介事業など 

    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1,745,802千円であり、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及び平成18年６月27日に当社の100％出資により設立

いたしましたディップエージェント株式会社に関するものであります。 

    ５．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（2,442,574千円）の主なものは、親会社での余資運用資金（現金

及び預金）及び管理部門に係る資産等であります。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

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) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度  (自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

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) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度  (自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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（関連当事者との取引） 

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) 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等
(当該
会社等
を含
む) 

リッキー
ビジネス
ソリュー
ション㈱ 

東京都 
港区 

20,000 
コンサルテ
ィング業 

─ 兼任1名 
事務所の
賃貸借 

賃貸料 
の受取 

 
保証金 
の返還 

6,772 
 
 

9,241 

─ ─ 

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等
(当該
会社等
を含
む) 

㈱ヤマト 
秋田県 
秋田市 

49,000 
通販・業務
店用卸販売 

─ 兼任1名 
文房具の
購入代理

店 

事務用品の
購入 

1,545 ─ ─ 

 (注) １．上記金額には、消費税等を含んでおりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

            (1)事務所の賃借料については、近隣の賃借料を基に算出しております。 

      (2)事務用品の購入につきましては、一般の取引条件と同様に決定しております。 

３．リッキービジネスソリューション㈱は、当社監査役渋谷耕一が議決権の60%を直接保有しております。 

   ４. ㈱ヤマトは、当社取締役 喜藤憲一及びその近親者が議決権の95.6％を直接保有しております。  

 

 

当連結会計年度  (自 平成18年３月１日 至 平成19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17年３月１日 
至 平成18年２月28日 ) 

 

当連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 ) 

 
１株当たり純資産額 

          26,484円 19銭 

１株当たり純資産額 

          27,080円 53銭 

１株当たり当期純利益 

          2,713円 06銭 

１株当たり当期純利益 

          1,417円 76銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

         2,616円 34銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
           1,412円 11銭 

  

 

(注)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は、以下のとおり

であります。 

 期別 

項目 

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 ) 

 

当連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 ) 

 

１株当たり当期純利益   

損益計算書上の当期純利益 (千円) 348,139 188,301 

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) 348,139 188,301 

期中平均株式数(株) 128,320 132,816 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額(千円) ─ ─ 

普通株式増加数(株) 4,744 531 

（うち新株引受権） 

（うち新株予約権） 

(3,918) 

(826)  

(141) 

(390) 

希薄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 

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 

 

平成17年7月1日発行 

第２回新株予約権 

926株 

平成17年12月28日発行 

第３回新株予約権 

185株 
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(重要な後発事象) 

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 ) 

 

当連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19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 その旨及び理由 

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 

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）及び当連結会計年度（自平成18年３月1日 至平成

19年２月28日）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。 

 
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 ) 

 

当連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 ) 

 

 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

はたらこねっと 1,930,245 37.3 2,335,689 27.7 

バイトルドットコム 2,585,567  50.0 4,486,092  53.2 

人事ねっと  1,650 0.0 ― ― 

ジョブエンジン 654,491 12.7 1,411,169 16.7 

その他 ― ― 201,984 2.4 

セ
グ
メ
ン
ト
別
売
上
高 

計 5,171,954 100.0 8,434,935 100.0 

（注）上記販売実績には消費税等は含まれておりません。 

 

 

 


