
(財)財務会計基準機構会員  

平成20年２月期　第１四半期財務・業績の概況（連結）
 平成19年７月13日

上場会社名　ディップ株式会社                  　　　　（コード番号： 2379　東証マザーズ）

（ＵＲＬ　http://www.dip-net.co.jp/　）

問合せ先　代表者役職・氏名　代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO）　 冨田　英揮
 

ＴＥＬ（03）5114－1177
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１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項

①　四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　：　有

（内容）

　当連結会計年度より売上の計上方法を変更しております。

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　　：　無

④　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期連結財務諸表すなわち、第１四半期連結貸借対照表、第１四半期連結損益計算書、第１四半期株主資本等変

動計算書及び第１四半期連結キャッシュ・フロー計算書は、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の

適時開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づ

く意見表明のための手続きを受けております。

２．平成20年２月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年３月１日～平成19年５月31日）

(1）連結経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成20年２月期第１四半期 1,566 △5.0 △640 ― △646 ― △408 ―

平成19年２月期第１四半期 1,648 60.3 △502 ― △503 ― △318 ―

（参考）平成19年２月期 8,434 63.1 631 △0.9 629 △0.1 188 △45.9

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

平成20年２月期第１四半期 △3,074 27 ― ―

平成19年２月期第１四半期 △2,403 01 ― ―

（参考）平成19年２月期 1,417 76 1,412 11

　（注）１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

２．平成19年２月期第１四半期及び平成20年２月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、

　　第１四半期純損失を計上しているため記載しておりません。
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[連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

　当第１四半期（平成19年３月１日～平成19年５月31日）におけるわが国の経済情勢は、良好な企業収益を背景に緩やか

な景気回復が継続しております。また、平成19年４月の完全失業率（季節調整値）は3.8％（総務省発表）と３％台を回復

しており、雇用情勢の改善が進んでいる状況です。

　このような環境の中、当第１四半期におきましては、当社が運営する各サイトの商品力および営業力の強化を目的とし

て、大幅な組織体制の改革を行ないました。新組織体制では、サイトごとの重点ミッションを明確にした商品戦略を基に、

企画、マーケティング、販売促進まで一元管理することにより、クライアント及びユーザーニーズに応えるための商品開

発を迅速に実現できる体制となりました。加えて、サイト別及びクライアント別の営業体制とすることで、よりきめ細か

いサービスを追求し、営業力の強化を図ってまいりました。また、平成19年４月には大学新卒者約100名が入社し、約２ヶ

月の研修期間を経て営業各部門へ配属を行ないました。

　当第１四半期のブランド戦略におきましては、幅広い層に高い人気を誇り、あこがれの「働く女性」としての人気が定

着している女優の篠原涼子さんを当社のイメージキャラクターとして起用する事を決定し、交通広告等の広告宣伝施策を

展開いたしました。これは、当社が運営する人材派遣の求人情報サイト「はたらこねっと」を中心に、各サイト認知率の

大幅アップを狙うことを目的としております。さらに、「はたらこねっと」のブランド力強化施策の一環として独自のキャ

ラクター「はたらこねこ」を開発いたしました。これは、「はたらこねっと」の認知向上を図るため、サイト名を想起さ

せるネーミングとし、”まねき猫”として、サイトの様々な場所に登場し、ユーザーの「お仕事さがし」を助ける存在と

なることを目的としております。今後は、同キャラクターの関連グッズや販促物への展開、TV-CMの制作も予定しており、

アルバイト情報サイト「バイトルドットコム」のキャラクターとして大活躍中の「バイトルズ」と共に、さらなるサイト

の認知アップを図ってまいります。

　「バイトルドットコム」におきましては、「歌う！チューイチストラップ」100万個を製作し、大学生の新入学時期に合

わせて東名阪地域の大学のキャンパス周辺やアルバイト求人の多い地域に配布する事で、アルバイト求職者への訴求を図

りました。

　採用ホームページ検索エンジン「ジョブエンジン」におきましては、昨年来より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、さらに平成19年２月からは求職者の会社や仕事に関する価値観を無料診断する機能、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

ビスを継続的に提供してまいりました。

　また、各サイトのサイトロゴについて、サイト名に「ディップの○○情報」と併記する形に改め、社名とサイト名の結

びつきをより強めることで、コーポレートブランディングの強化を図りました。　 　

　 一方、平成20年２月期から売上高の計上基準を月割から日割へと変更したことに伴い、平成19年４月13日に発表した中

間期及び通期の連結業績予想（次期見通し）のとおり、当第１四半期におきましては、売上高への減収影響（461百万円の

減少）が発生いたしました。あわせて上述のとおり、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を行ってまいりました。

　以上の結果、当第１四半期の売上高は1,566百万円（前年同期比5.0％減）、経常損失は646百万円（前年同期比28.4％

増）、当第１四半期純損失は408百万円（前年同期比28.3％増）となりました。
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部門別売上高

 （百万円未満切捨）

 

平成19年２月期
第１四半期
（前年同期）

平成20年２月期
第１四半期
（当四半期）

対前年
増減率
（％）

前期（通期）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

はたらこねっと 479 29.1 409 26.2 △14.6 2,335 27.7

バイトルドットコム 822 49.9 860 54.9 4.6 4,486 53.2

ジョブエンジン 293 17.8 261 16.7 △11.0 1,411 16.7

その他 52 3.2 33 2.2 △35.6 201 2.4

合計 1,648 100.0 1,566 100.0 △5.0 8,434 100.0

①　はたらこねっと事業

　同事業の広告宣伝活動においては前述のとおり、篠原涼子さんをイメージキャラクターとして起用し、あわせて独

自のキャラクター「はたらこねこ」を開発し、交通広告等の広告宣伝施策を積極的に展開することにより、サイト認

知度の向上やユーザーの利用促進に努めました。さらに、「はたらこねっと」の求人情報をNTTレゾナント株式会社が

運営するインターネットポータルサイト「goo」に提供し、平成19年５月より同サイトの求人情報コーナー「goo求人

＆転職」及びインターネットプロバイダー「OCN」が提供する「OCN求人＆転職」にて掲載開始するなど、サービスの

利用促進に努めました。これらの活動により、契約社数は順調に成長し、平成19年５月末時点において670社（前年同

期比41.9％増、「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。

　上記の結果、当第１四半期の「はたらこねっと」事業の売上高は、受注状況については順調に推移しておりますが、

売上計上基準を月割から日割へと変更した影響（108百万円の減少）のため前年同期比では14.6％減となる409百万円

となりました。

②　バイトルドットコム事業

　同事業の広告宣伝活動においては、前年に引き続き「バイトルドットコム」のテレビコマーシャルを実施するとと

もに、「はたらこねっと」と同様に、篠原涼子さんをイメージキャラクターにした交通広告等を展開いたしました。

また、大学生の新入学時期に合わせたユーザー獲得策を実施するなどサービスの利用促進に努めました。今後は、モ

バイル利用率の向上を図るため携帯３キャリアの公式サイト全てに「GPS（位置情報検索）を利用した仕事情報検索」

を搭載したサービスを展開し、全国のアルバイト求職者と「バイトルドットコム」に掲載されている豊富なアルバイ

ト情報のマッチングの向上を図ってまいります。

　上記の結果、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」事業の当第１四半期の売上高は、売上計

上基準を月割から日割へと変更した影響（283百万円の減少）がありましたが、前年同期比4.6％増の860百万円となり

ました。また、契約社数は平成19年５月末時点において2,181社（前年同期比53.3％増）となりました。

③　ジョブエンジン事業

　当第１四半期は、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）を継続的に販売し、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、求職者の会社・仕事に関する価値観を無料診断する機能、働きキャラ診断

『チェキャラ！』を「ジョブエンジン」のサイト上で提供し、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、平成19年５月末時点において395千人

（前年同期比64.4％増）と増加いたしました。

　上記の結果、当第１四半期の「ジョブエンジン」事業の売上高は、受注状況については順調に推移しておりますが、

売上計上基準を月割から日割へと変更した影響（68百万円の減少）のため、前年同期比では11.0％減となる261百万円

となりました。

④　その他

　連結子会社である株式会社ブックデザインおよびディップエージェント株式会社の売上を主とする「その他」事業

の当第１四半期の売上高は33百万円となりました。
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(2）連結財政状態の変動状況 （百万円未満切捨）

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

平成20年２月期第１四半期 6,089 3,101 50.7 23,206 26

平成19年２月期第１四半期 4,256 3,091 72.6 23,275 88

（参考）平成19年２月期 5,617 3,617 64.1 27,080 53

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨）

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

百万円 百万円 百万円 百万円

平成20年２月期第１四半期 137 △95 477 2,323

平成19年２月期第１四半期 △272 △507 △104 1,245

（参考）平成19年２月期 △155 △1,063 893 1,804

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

　　当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度と比較して519百万円増加

　し、当第１四半期末において2,323百万円となりました。

　当第１四半期における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　当第１四半期において営業活動により得られた資金は137百万円（前年同期は、272百万円の使用）となりました。

  これは主に、売上債権の減少842百万円などによる資金の獲得と、税金等調整前第１四半期純損失642百万円及び

　法人税等の支払額184百万円などによる資金の使用があったためです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　当第１四半期において投資活動により使用した資金は95百万円（前年同期比81.1％減）となりました。

　これは主に、無形固定資産の取得による支出87百万円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）

　　当第１四半期において財務活動の結果得られた資金は477百万円（前年同期は、104百万円の使用）となりました。

　これは主に、短期借入金の純増600百万円による資金の獲得と、配当金の支払額106百万円による資金の使用があっ

  たためであります。

－ 4 －



３．平成20年２月期の連結業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29日） （百万円未満切捨）

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

中間期 4,500 △550 △360

通期 10,800 710 260

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　1,954円62銭

［業績予想に関する定性的情報等］

　平成19年４月13日に発表した中間期及び通期の連結業績予想に変更はありません。

　※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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４．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

科目

前第１四半期連結会計期間末
（平成18年５月31日現在）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年５月31日現在）

前連結会計年度の
要約貸借対照表

（平成19年２月28日現在）

金額（千円）
構成比
（％）

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  1,245,799   2,323,472   1,804,075  

２．受取手形及び売掛
金

 934,287   1,420,939   1,807,735  

３．繰延税金資産  288,746   354,560   111,912  

４．その他  136,403   170,861   110,231  

貸倒引当金  △9,016   △14,163   △18,406  

流動資産合計  2,596,220 61.0  4,255,670 69.9  3,815,548 67.9

Ⅱ．固定資産          

１．有形固定資産 ※1          

(1)工具器具及び備品  199,858   236,037   230,181  

(2)その他  156,577   174,362   181,578  

有形固定資産合計  356,435   410,400   411,760  

２．無形固定資産          

(1)ソフトウェア  238,468   361,191   364,175  

(2)のれん  ―   410,663   ―  

(3)連結調整勘定  540,026   ―   443,004  

(4)その他  32,896   89,554   14,331  

無形固定資産合計  811,392   861,409   821,511  

３．投資その他の資産          

(1)敷金  448,604   484,497   482,601  

(2)その他  56,285   88,498   97,400  

貸倒引当金  △12,606   △11,395   △11,395  

投資その他の資産合
計

 492,282   561,600   568,607  

　固定資産合計  1,660,110 39.0  1,833,409 30.1  1,801,878 32.1

資産合計  4,256,330 100.0  6,089,079 100.0  5,617,426 100.0
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科目

前第１四半期連結会計期間末
（平成18年５月31日現在）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年５月31日現在）

前連結会計年度の
要約貸借対照表

（平成19年２月28日現在）

金額（千円）
構成比
（％）

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

 59,417   44,783   50,831  

２．短期借入金  ―   1,600,000   1,000,000  

３．一年以内返済予定
の長期借入金

 8,208   ―   2,052  

４．未払金  552,100   287,155   188,466  

５．未払法人税等  48,487   32,707   201,044  

６．前受収益  ―   601,089   145,403  

７．賞与引当金  168,513   206,073   126,155  

８．その他  304,194   214,805   271,443  

流動負債合計  1,140,921 26.8  2,986,615 49.1  1,985,397 35.3

Ⅱ．固定負債          

１．長期借入金  13,766   ―   13,766  

２．預り保証金  1,300   1,200   1,200  

固定負債合計  15,066 0.4  1,200 0.0  14,966 0.3

負債合計  1,155,987 27.2  2,987,815 49.1  2,000,363 35.6

          

（少数株主持分）          

少数株主持分  8,654 0.2  ― ―  ― ―

          

（資本の部）          

Ⅰ．資本金  1,079,190 25.4  ― ―  ― ―

Ⅱ．資本剰余金  1,780,805 41.8  ― ―  ― ―

Ⅲ．利益剰余金  232,153 5.4  ― ―  ― ―

Ⅳ．自己株式 ※2  △460 △0.0  ― ―  ― ―

資本合計  3,091,688 72.6  ― ―  ― ―

負債、少数株主持分
及び資本合計

 4,256,330 100.0  ― ―  ― ―

          

（純資産の部）          

Ⅰ．株主資本          

１．資本金  ―   1,080,900 17.7  1,080,900 19.2

２．資本剰余金  ―   1,782,549 29.3  1,782,549 31.7

３．利益剰余金  ―   223,861 3.7  739,209 13.2

４．自己株式  ―   △460 △0.0  △460 △0.0

株主資本合計  ―   3,086,850 50.7  3,602,198 64.1

Ⅱ．少数株主持分  ―   14,413 0.2  14,864 0.3

純資産合計  ―   3,101,264 50.9  3,617,063 64.4

負債純資産合計  ―   6,089,079 100.0  5,617,426 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

科目

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度の
要約損益計算書

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ．売上高  1,648,967 100.0  1,566,058 100.0  8,434,935 100.0

Ⅱ．売上原価  172,968 10.5  114,504 7.3  653,573 7.7

売上総利益  1,475,998 89.5  1,451,553 92.7  7,781,362 92.3

Ⅲ．販売費及び一般管理
費　※１

 1,978,395 120.0  2,091,633 133.6  7,150,246 84.8

営業利益又は営業
損失（△）

 △502,396 △30.5  △640,079 △40.9  631,115 7.5

Ⅳ．営業外収益  350 0.0  716 0.0  8,784 0.1

Ⅴ．営業外費用　          

　(1) 支払利息 ―   6,265   8,483   

　(2) その他 1,094 1,094 0.0 491 6,756 0.4 1,655 10,139 0.1

経常利益又は経常
損失（△）

 △503,140 △30.5  △646,119 △41.3  629,760 7.5

Ⅵ．特別利益　          

　(1) 貸倒引当金戻入益 ― ― ― 4,034 4,034 0.3 ― ― ―

Ⅶ．特別損失　※２  16,256 1.0  ― ―  138,640 1.7

税金等調整前第１
四半期（当期）純
利益又は純損失
（△）

 △519,396 △31.5  △642,084 △41.0  491,120 5.8

法人税、住民税及
び事業税

21,787   16,356   381,097   

法人税等調整額 △222,993 △201,205 △12.2 △249,056 △232,699 △14.9 △85,052 296,045 3.5

少数株主利益又は
損失（△）

 563 0.0  △451 △0.0  6,773 0.1

第１四半期（当
期）純利益又は純
損失（△）

 △318,754 △19.3  △408,933 △26.1  188,301 2.2
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(3）四半期連結剰余金計算書及び四半期連結株主資本等変動計算書

四半期連結剰余金計算書

科目

前第１四半期
連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

金額（千円）

（資本剰余金の部）   

Ⅰ．資本剰余金期首残高  1,778,805

Ⅱ．資本剰余金増加高   

新株予約権の行使による新株式の発行 2,000 2,000

Ⅲ．資本剰余金第１四半期末残高  1,780,805

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ．利益剰余金期首残高  657,010

Ⅱ．利益剰余金減少高   

　　　１.第１四半期純損失 318,754  

　　　２.配当金 106,102 424,856

Ⅲ.利益剰余金第１四半期末残高  232,153
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四半期連結株主資本等変動計算書

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）

 

株主資本
少数株主
持分

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本
合計

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

第１四半期連結会計期間中の変動額        

剰余金の配当（千円）（注） ― ― △106,414 ― △106,414 ― △106,414

第１四半期純損失（千円） ― ― △408,933 ― △408,933 ― △408,933

株主資本以外の項目の第１四半期
連結会計期間中の変動額（純額）
（千円）

― ― ― ― ― △451 △451

第１四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

― ― △515,347 ― △515,347 △451 △515,799

平成19年５月31日残高（千円） 1,080,900 1,782,549 223,861 △460 3,086,850 14,413 3,101,264

　（注）　平成19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。

前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

 

株主資本

新株予約権
少数株主
　持分

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本
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）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目

前第１四半期
連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期
連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前第１四半期（当期）純利益又は
純損失（△）

△519,396 △642,084 491,120

減価償却費 38,364 46,464 178,363

のれん償却額 ― 32,340 ―

連結調整勘定償却額 32,340 ― 129,363

貸倒引当金の増減額（△：減少） △501 △4,242 7,676

賞与引当金の増加額 68,851 79,918 26,493

受取利息及び受取配当金 △1 △153 △213

支払利息 353 6,265 8,483

固定資産除却損 16,256 ― 138,640

売上債権の増減額（△：増加） 95,518 842,483 △749,482

仕入債務の減少額 △32,613 △17,849 △6,145

その他営業債権の増減額（△：増加） △38,056 △61,328 49,692

その他営業債務の増加額 317,854 45,929 30,312

その他 3,523 △181 10,233

小計 △17,505 327,560 314,537

利息及び配当金の受取額 1 153 213

利息の支払額 △353 △5,536 △9,352

法人税等の支払額 △254,194 △184,693 △460,946

営業活動によるキャッシュ・フロー △272,052 137,483 △155,548

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

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 ― △338,423

有形固定資産の取得による支出 △87,822 △5,842 △291,385

無形固定資産の取得による支出 △27,131 △87,535 △342,485

敷金・保証金の取得による支出 △65,319 △2,671 △114,874

敷金・保証金の払戻しによる収入 11,474 775 28,532

その他 △626 △581 △4,705

投資活動によるキャッシュ・フロー △507,849 △95,854 △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 ― 600,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △2,052 △15,818 △8,208

新株発行による収入 4,000 ― 7,420

配当金の支払額 △106,083 △106,414 △106,083

財務活動によるキャッシュ・フロー △104,135 477,767 893,128

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△：減少） △884,038 519,396 △325,762

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,129,837 1,804,075 2,129,837

Ⅵ　現金及び現金同等物の第１四半期末（期末）残
高（※１）

1,245,799 2,323,472 1,804,075
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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

項目

前第１四半期
連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期
連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（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　　2社

株式会社イー・エンジン

株式会社ブックデザイン

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

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当四

半期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。

　  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　連結子会社の（四半

期）決算日等に関す

る事項

　連結子会社の株式会社イー・エン

ジンの第１四半期決算日は４月30日

であり、第１四半期連結決算日と異

なっております。

　第１四半期連結財務諸表の作成に

おいては、当該会社の第１四半期会

計期間に係る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

インの決算日は５月31日であり、第

１四半期連結決算日と異なっており

ます。

　第１四半期連結財務諸表の作成に

おいては、５月31日に仮決算を行なっ

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

会社の第１四半期決算日は４月30日

であり、第１四半期連結決算日と異

なっております。

　第１四半期連結財務諸表の作成に

おいては、当該会社の第１四半期会

計期間に係る財務諸表を使用してお

ります。ただし、５月１日から第１

四半期連結決算日５月31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なっておりま

す。

　連結子会社の株式会社ブックデザ

インの第１四半期決算日は８月31日

であり、第１四半期連結決算日と異

なっております。

　第１四半期連結財務諸表の作成に

おいては、同社が第１四半期連結決

算日現在で実施した本決算に基づく

第４四半期の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なってお

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

日に仮決算を行なっております。
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項目

前第１四半期
連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期
連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

３　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

(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。

(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。

(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

同左

　

 建物及び構築物

３～18年

建物及び構築物

３～18年

 

 

 機械装置及び車両運搬具

２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

工具器具及び備品

２～20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。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

 (3）長期前払費用

　定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

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。

(ハ）重要な引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

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第１四

半期連結会計期間負担額を計上

しております。

(2）賞与引当金

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

(ホ）その他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

(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。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

４　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 同左
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項目

前第１四半期
連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期
連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

５　のれんの償却に関す

る事項

―――― 　のれんは発生日以降５年間均等償

却しております。 

―――― 

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。 

―――― 　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。 

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。 

―――― ―――― 

８　四半期連結（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 
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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の変更

前第１四半期
連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期
連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（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）

　当第１四半期連結会計期間から「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。

――――― （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18年５月31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」

（企業会計基準委員会　平成17年12月

９日　企業会計基準第５号）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

準委員会　平成17年12月９日　企業会

計基準適用指針第８号）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。

  なお、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部については、

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の連結財務諸表規則により作成して

おります。

  ――――― （売上の計上方法）

  売上については、従来契約開始日の

属する月から契約終了日の属する月ま

でに月割計算によって期間按分し、そ

のうち少額かつ短期間の契約について

  ―――――
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前第１四半期
連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期
連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

は契約期間開始日に一括売上計上を

行っておりましたが、当連結会計年度

から、全ての契約について日割計算に

よって期間按分して計上する方法に変

更しております。

　この変更は、月後半を契約開始日と

する求人サービス契約と少額かつ短期

間の求人サービスの急拡大に伴い、シ

ステム化を行い体制を整えることによ

り、全ての契約について売上を契約期

間にわたって日割按分し、売上の期間

帰属をより適切にすることが望ましい

と判断したために行ったものでありま

す。

  この変更により、従来の方法に比較

して、当第１四半期連結会計期間の売

上高、営業利益、経常利益及び税金等

調整前第１四半期純利益は461,050千

円減少しております。
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表示方法の変更

前第１四半期
連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期
連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

（四半期連結貸借対照表）

(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、当第１四半期連結会計期間より区分掲記することと

いたしました。なお、前第１四半期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40,482千円であります。

（四半期連結貸借対照表）

　従来、流動負債の「その他」に含めて表示していた

「前受収益」は、資産総額の100分の５を超過したため、

当第１四半期連結会計期間より区分掲記することといた

しました。なお、前第１四半期連結会計期間末において

流動負債の「その他」に含めていた前受収益の金額は

117,745千円であります。

　前第１四半期連結会計期間において「連結調整勘定」

として掲記されていたものは、当第１四半期連結会計期

間から「のれん」として表示しております。

(2）有形固定資産

　従来、有形固定資産に一括表示していた「工具器具及

び備品」は、総資産の100分の５を超過したため、当第

１四半期連結会計期間より区分掲記することといたしま

した。なお、前第１四半期連結会計期間末において有形

固定資産に含めていた「工具器具及び備品」の金額は

84,865千円であります。

（四半期連結損益計算書）

　  従来、営業外費用に一括表示していた「支払利息」

　は、営業外費用の総額の100分の10を超過したため、当

　第１四半期連結会計期間より区分掲記することといた

　しました。なお、前第１四半期連結会計期間において

　営業外費用に含めていた「支払利息」の金額は353千円

　であります。

 （四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

 

　

　　前第１四半期連結会計期間において「連結調整勘定

　償却額」として掲記されていたものは、当第１四半期

　連結会計期間から「のれん償却額」として表示してお

　ります。

注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第１四半期
連結会計期間末

（平成18年５月31日現在）

当第１四半期
連結会計期間末

（平成19年５月31日現在）

前連結会計年度末
（平成19年２月28日現在）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

130,168千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

212,487千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

205,189千円

※２　自己株式 

　　　　普通株式　　　　　　　　　２株 

※２　         ――――――

　　　 

※２　         ――――――

　　　　

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期
連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期
連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※１　販売費及び一般管理費の主要項目 ※１　販売費及び一般管理費の主要項目 ※１　販売費及び一般管理費の主要項目

給与手当 509,040千円

広告宣伝費 533,045千円

地代家賃 110,785千円

賞与引当金繰入 67,803千円

  

給与手当 630,829千円 

広告宣伝費 472,109千円 

地代家賃 154,891千円 

賞与引当金繰入 78,151千円 

  

給与手当 2,266,508千円

広告宣伝費 1,551,690千円

地代家賃 565,475千円

賞与引当金繰入 126,155千円

貸倒引当金繰入 13,790千円

※２　特別損失の主要項目 ※２　　　　　――――――― ※２　特別損失の主要項目

固定資産除却損 16,256千円

  

  

  

固定資産除却損 138,640千円
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31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）

当第１四半期連結会
計期間増加株式数

（株）

当第１四半期連結会
計期間減少株式数

（株）

当第１四半期連結会
計期間末株式数

（株）

発行済株式     

普通株式 133,020 ― ― 133,020

合計 133,020 ― ― 133,020

自己株式     

普通株式 2 ― ― 2

合計 2 ― ― 2

　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　　該当事項はありません。

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19年５月26日

定時株主総会
普通株式 106,414 800 平成19年２月28日 平成19年５月28日

(2)基準日が当第１四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第１四半期連結会計期間末後とな

るもの

 該当事項はありません。
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前連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

１．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

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

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

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

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

(2）基準日が当連結会計期間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

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
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期
連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期
連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（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第１四半期末残高

と四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の第１四半期末残高

と四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

※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 1,245,799千円

現金及び現金同等物 1,245,799千円

現金及び預金勘定 2,323,472千円

現金及び現金同等物 2,323,472千円

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　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

※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。 

 　　　　　　  　　　 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 

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 

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）

前第１四半期
連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期
連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第１四半期末残高相当

額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第１四半期末残高相当

額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

第１四半
期末残高
相当額
（千円）

工具器具
及び備品

61,232 28,800 32,431

ソフト
ウェア

1,252 469 782

合計 62,484 29,270 33,214

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

第１四半
期末残高
相当額
（千円）

工具器具
及び備品

63,198 34,618 28,579

ソフト
ウェア

1,252 782 469

合計 64,451 35,401 29,049

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具
及び備品

70,655 37,558 33,096

ソフト
ウェア

1,252 704 547

合計 71,907 38,263 33,644

(2）未経過リース料第１四半期末残高相当額 (2）未経過リース料第１四半期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 17,392千円

１年超 16,577千円

合計 33,970千円

１年内 13,077千円

１年超 16,581千円

合計 29,658千円

１年内 15,109千円

１年超 19,199千円

合計 34,309千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 4,776千円

減価償却費相当額 4,523千円

支払利息相当額 246千円

支払リース料 4,861千円

減価償却費相当額 4,595千円

支払利息相当額 210千円

支払リース料 21,285千円

減価償却費相当額 20,166千円

支払利息相当額 1,021千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　　リース期間を耐用年数とし、残存価

　額を零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　　リース料総額とリース物件の取得価

　額相当額の差額を利息相当額とし、各

　期への配分方法については、利息法に

　よっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

前第１四半期連結会計期間末（平成18年５月31日）

　該当事項はありません。

 

当第１四半期連結会計期間末（平成19年５月31日）

　　該当事項はありません。

前連結会計年度末（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）

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年５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。

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５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。

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）

　　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年５月31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）

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 479,994 822,295 293,970 52,706 1,648,967 － 1,648,967

２．セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － 44,582 44,582 △44,582 －

計 479,994 822,295 293,970 97,288 1,693,550 △44,582 1,648,967

営業費用 254,733 784,234 387,401 106,794 1,533,163 618,200 2,151,363

営業利益又は営業損失（△） 225,261 38,060 △93,430 △9,505 160,386 △662,783 △502,396

　（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662,714千円であり、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．当第１四半期連結会計期間より「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す。

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31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）

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 409,912 860,484 261,733 33,927 1,566,058 － 1,566,058

２．セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 6,472 69,938 76,410 △76,410 ―

計 409,912 860,484 268,205 103,865 1,642,469 △76,410 1,566,058

営業費用 368,707 899,860 387,946 138,876 1,795,390 410,747 2,206,137

営業利益又は営業損失（△） 41,205 △39,375 △119,740 △35,010 △152,921 △487,158 △640,079

　（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422,253千円であり、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．営業費用の配賦方法について

　従来、営業支援部門の費用は、営業共通費（配賦不能費用）として「消去又は全社」の項目に含めており

ましたが、当連結会計年度より営業支援部門内の各セグメントごとの担当部署を設置したことに伴い、直課

又は配賦することにしております。この変更による当第１四半期連結会計期間のセグメント情報への影響額

は、「はたらこねっと」の営業利益が79,807千円減少、「バイトルドットコム」の営業利益が135,128千円減

少、「ジョブエンジン」の営業利益が81,621千円減少となっており、「消去又は全社」の営業利益は296,557

千円増加しております。

－ 23 －



５．売上の計上方法の変更

　「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の変更」に記載のとおり、当連結会計年度から、

日割計算によって期間按分して計上する方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方法に比較して、

当第１四半期連結会計期間の売上高は、「はたらこねっと」が108,696千円、「バイトルドットコム」が

283,401千円、「ジョブエンジン」が68,952千円減少し、営業利益が同額減少しております。
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前連結会計年度（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）

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

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

　（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. 当連結会計年度より「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。

【所在地別セグメント情報】

　前第１四半期連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年５月31日）

   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。

　当第１四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）

   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】

　前第１四半期連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年５月31日）

    海外売上高がないため、該当事項はありません。

　当第１四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）

    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。

－ 25 －



（１株当たり情報）

前第１四半期
連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期
連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（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 23,275円88銭

１株当たり第1四半期純

損失金額
2,403円01銭

１株当たり純資産額 23,206円26銭

１株当たり第１四半期純

損失金額
3,074円27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金

額
1,417円76銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
1,412円11銭

　潜在株式調整後１株当たり第１四半

期純利益金額は、第１四半期純損失が

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株当たり第１四

半期純利益金額は、第１四半期純損

失が計上されているため記載してお

りません。

 

　（注）　１株当たり第１四半期（当期）純利益又は純損失（△）及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）純

利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

前第１四半期
連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期
連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１株当たり第１四半期（当期）

純利益金額
   

連結損益計算書上の第１四半

期（当期）純利益又は純損失

（△）（千円）

△318,754 △408,933 188,301

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る第１四半期

（当期）純利益又は純損失

（△）（千円）

△318,754 △408,933 188,301

期中平均株式数（株） 132,648 133,018 132,816

    

潜在株式調整後１株当たり第１

四半期（当期）純利益金額
   

第１四半期（当期）純利益調

整額（千円）
－ － －

普通株式増加数（株） － － 531

（うち新株引受権） － － (141)

（うち新株予約権） － － (390)

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり第１四

半期（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回新株予約権

1,039株

平成17年12月28日発行

第３回新株予約権

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

190株

 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回新株予約権

830株 

 平成17年12月28日発行

 第３回新株予約権

185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）

前第１四半期
連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期
連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

（関係会社の設立）

　平成18年５月31日開催の取締役会決議に基づ

き、当社は、ディップエージェント株式会社を

設立いたしました。

(1） 目的 人材紹介業を手掛け
ることにより、グ
ループ全体のビジネ
スの拡充を図ります。

(2） 名称 ディップエージェン
ト株式会社

(3） 事業内容 求人・求職・転職支
援サービス有料職業
紹介事業

(4） 資本金 80,000千円
 

(5） 設立時期 平成18年６月27日
 

(6） 取得する株式の
数、取得価額及
び取得後の持分
比率

取得株式数
1,600株
取得価額
160,000千円
取得後の持分比率 
　100% 

―――――――――

 

　―――――――――

 

　

 

 

 

 

（資金借入）

　当社は、平成18年６月29日に以下のとおり借

入を行いました。

　(1)資金用途

　　 運転資金

　(2)契約内容

　　 金額　５億円

　　 返済期限　平成19年６月29日

　　 利率　TIBOR＋0.75％

　　 借入先　株式会社みずほ銀行

　　 担保提供資産

　　 または保証の内容　なし

―――――――――

 

　―――――――――
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(財)財務会計基準機構会員  

平成20年２月期　第１四半期財務・業績の概況（個別）
 平成19年７月13日

上場会社名　ディップ株式会社                  　　　　（コード番号： 2379　東証マザーズ）

（ＵＲＬ　http://www.dip-net.co.jp/　）  

問合せ先　代表者役職・氏名　代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO）   冨田　英揮
 

ＴＥＬ（03）5114－1177

　　　　　責任者役職・氏名　取締役執行役員常務最高戦略責任者（CSO） 西角　浩一　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

②　最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　：　有

（内容）

　当事業年度より売上の計上方法を変更しております。

③　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表すなわち、第１四半期貸借対照表、第１四半期損益計算書及び第１四半期株主資本等変動計算書は、

東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている

「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続を受けております。

２．平成20年２月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年３月１日～平成19年５月31日）

(1）経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成20年２月期第１四半期 1,452 △4.9 △626 ― △626 ― △377 ―

平成19年２月期第１四半期 1,526 51.7 △496 ― △493 ― △300 ―

（参考）平成19年２月期 7,935 57.7 622 △7.6 644 △6.3 288 △26.9

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

平成20年２月期第１四半期 △2,834 63

平成19年２月期第１四半期 △2,266 44

（参考）平成19年２月期 2,171 60

　（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

　

(2）財政状態の変動状況 （百万円未満切捨）

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

平成20年２月期第１四半期 5,942 3,018 50.8 22,694 54

平成19年２月期第１四半期 3,935 2,909 73.9 21,906 05

（参考）平成19年２月期 5,359 3,502 65.3 26,329 17
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３．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）　　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 4,200 △390 △240

通期 10,100 930 500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　3,758円89銭

　平成19年４月13日に発表した中間期及び通期の業績予想に変更はありません。

※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。

４．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

19年２月期 ― ― ― 800.0 800.0

20年２月期（実績） ― ― ― ―
800.0

20年２月期（予想） ― ― ― 800.0
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５．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

科目

前第１四半期会計期間末
（平成18年５月31日現在）

当第１四半期会計期間末
（平成19年５月31日現在）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年２月28日現在）

金額（千円）
構成比
（％）

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  1,030,015   2,022,633   1,431,215  

２．売掛金  875,695   1,383,585   1,752,627  

３．たな卸資産  16,504   11,788   12,251  

４. 繰延税金資産  280,436   344,743   99,631  

５．その他  121,409   197,462   127,715  

貸倒引当金  △8,808   △14,094   △17,663  

流動資産合計  2,315,253 58.8  3,946,118 66.4  3,405,777 63.5

Ⅱ．固定資産          

１．有形固定資産 ※  342,361   354,810   369,073  

２．無形固定資産          

(1）ソフトウェア  255,293   381,078   385,698  

(2）その他  49,456   68,105   13,490  

無形固定資産合計  304,750   449,183   399,189  

３．投資その他の資産          

(1）関係会社株式  508,789   668,789   668,789  

(2) 敷金  436,578   484,497   482,601  

(3) その他  40,184   50,461   45,754  

貸倒引当金  △12,606   △11,395   △11,395  

投資その他の資産
合計

 972,945   1,192,352   1,185,750  

固定資産合計  1,620,056 41.2  1,996,346 33.6  1,954,013 36.5

資産合計  3,935,310 100.0  5,942,464 100.0  5,359,791 100.0
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科目

前第１四半期会計期間末
（平成18年５月31日現在）

当第１四半期会計期間末
（平成19年５月31日現在）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年２月28日現在）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）          

Ⅰ．流動負債          

１．買掛金  39,262   33,263   69,005  

２．短期借入金  ―   1,600,000   1,000,000  

３．未払金  527,817   282,362   178,729  

４．未払法人税等  13,678   9,081   94,380  

５．前受収益  ―   601,089   145,823  

６．賞与引当金  158,012   189,564   117,256  

７．その他  285,502   207,120   251,143  

流動負債合計  1,024,273 26.1  2,922,482 49.2  1,856,337 34.7

Ⅱ．固定負債          

１．預り保証金  1,300   1,200   1,200  

固定負債合計  1,300 0.0  1,200 0.0  1,200 0.0

負債合計  1,025,573 26.1  2,923,682 49.2  1,857,537 34.7

          

（資本の部）          

Ⅰ．資本金  1,079,190 27.4  ― ―  ― ―

Ⅱ．資本剰余金          

１．資本準備金  1,501,754   ―   ―  

資本剰余金合計  1,501,754 38.2  ― ―  ― ―

Ⅲ．利益剰余金          

１．第１四半期（当
期）未処分利益

 329,252   ―   ―  

利益剰余金合計  329,252 8.3  ― ―  ― ―

Ⅳ．自己株式  △460 △0.0  ― ―  ― ―

資本合計  2,909,737 73.9  ― ―  ― ―

負債及び資本合計  3,935,310 100.0  ― ―  ― ―

          

（純資産の部）          

Ⅰ．株主資本          

１．資本金  ― ―  1,080,900 18.2  1,080,900 20.2

２．資本剰余金          

(1）資本準備金  ―  1,503,498   1,503,498   

資本剰余金合計  ― ―  1,503,498 25.3  1,503,498 28.0

３．利益剰余金          

(1）その他利益剰余
金

         

繰越利益剰余金  ―  434,843   918,314   

利益剰余金合計  ― ―  434,843 7.3  918,314 17.1

４．自己株式  ― ―  △460 △0.0  △460 △0.0

株主資本合計  ― ―  3,018,781 50.8  3,502,253 65.3

純資産合計  ― ―  3,018,781 50.8  3,502,253 65.3

負債純資産合計  ― ―  5,942,464 100.0  5,359,791 100.0
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(2）四半期損益計算書

科目

前第１四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ．売上高  1,526,631 100.0  1,452,394 100.0  7,935,898 100.0

Ⅱ．売上原価  142,886 9.4  128,221 8.8  645,514 8.1

売上総利益  1,383,744 90.6  1,324,173 91.2  7,290,383 91.9

Ⅲ．販売費及び一般管理
費　　　　　※１

 1,880,589 123.2  1,950,546 134.3  6,667,691 84.0

営業利益又は営業
損失（△）

 △496,844 △32.6  △626,372 △43.1  622,691 7.9

Ⅳ．営業外収益  4,480 0.3  6,361 0.4  29,762 0.3

Ⅴ．営業外費用　※２  892 0.0  6,338 0.4  8,358 0.1

経常利益又は経常
損失（△）

 △493,257 △32.3  △626,349 △43.1  644,095 8.1

Ⅵ．特別利益  ― ―  3,569 0.2  ― ―

Ⅶ．特別損失  16,256 1.1  ― ―  136,094 1.7

税引前第１四半期
（当期）純利益又
は純損失（△）

 △509,513 △33.4  △622,780 △42.9  508,001 6.4

法人税、住民税及
び事業税

2,092   3,619   253,703   

法人税等調整額 △210,966 △208,874 △13.8 △249,343 △245,724 △16.9 △34,125 219,577 2.8

第１四半期（当
期）純利益又は純
損失（△）

 △300,638 △19.6  △377,056 △26.0  288,423 3.6

前期繰越利益  629,890   ―   ―  

第１四半期（当
期）未処分利益

 329,252   ―   ―  
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(3）四半期株主資本等変動計算書

当第１四半期会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31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

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成19年２月28日残高（千円） 1,080,900 1,503,498 1,503,498 918,314 918,314 △460 3,502,253

第１四半期会計期間中の変動額        

剰余金の配当（千円）（注） ― ― ― △106,414 △106,414 ― △106,414

第１四半期純利益（千円） ― ― ― △377,056 △377,056 ― △377,056

株主資本以外の項目の第１四半期
会計期間中の変動額（純額）(千
円)

― ― ― ― ― ― ―

第１四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

― ― ― △483,471 △483,471 ― △483,471

平成19年５月31日残高（千円） 1,080,900 1,503,498 1,503,498 434,843 434,843 △460 3,018,781

 純資産合計

平成19年２月28日残高（千円） 3,502,253

第１四半期会計期間中の変動額  

剰余金の配当（千円）（注） △106,414

第１四半期純利益（千円） △377,056

株主資本以外の項目の第１四半
期会計期間中の変動額（純額）
(千円)

―

第１四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

△483,471

平成19年５月31日残高（千円） 3,018,781

　（注）　平成19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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前事業年度の要約株主資本等変動計算書（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

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成18年２月28日残高（千円） 1,077,190 1,499,754 1,499,754 735,993 735,993 △460 3,312,477

事業年度中の変動額        

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

剰余金の配当（千円）（注） － － － △106,102 △106,102 － △106,102

当期純利益（千円） － － － 288,423 288,423 － 288,423

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）（千円）

－ － － － － － －

事業年度中の変動額合計（千円） 3,710 3,744 3,744 182,321 182,321 － 189,775

平成19年２月28日残高（千円） 1,080,900 1,503,498 1,503,498 918,314 918,314 △460 3,502,253

 新株予約権 純資産合計

平成18年２月28日残高（千円） 34 3,312,512

事業年度中の変動額   

新株の発行（千円） － 7,454

剰余金の配当（千円）（注） － △106,102

当期純利益（千円） － 288,423

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）（千円）

△34 △34

事業年度中の変動額合計（千円） △34 189,741

平成19年２月28日残高（千円） － 3,502,253

　（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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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第１四半期会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

子会社株式

同左

子会社株式

同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

貯蔵品

　最終仕入原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

３　固定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　　　　　　　３～18年

車両及び運搬具　　　　２年

工具器具及び備品　２～15年

(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　　　　　　　３～18年

車両及び運搬具　　　　２年

工具器具及び備品　２～20年

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

 

 (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。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

 (3）長期前払費用

　定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

４　繰延資産の処理方法 新株発行費 

　支出時に全額費用として処理し

おります。 

 株式交付費

　支出時に全額費用として処理し

おります。 

 株式交付費 

同左 

５　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。

(1）貸倒引当金

同左

(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第１四半期会

計期間負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

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期負担額を計

上しております。

６　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。

同左 同左

７　その他四半期財務諸表

（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

　消費税等の会計処理は、税抜方式

を採用しております。なお仮払消費

税等と仮受消費税等は相殺のうえ、

流動負債の「その他」に表示してお

ります。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第１四半期
会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期
会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（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）

　当第１四半期会計期間から「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。

――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度から「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）

　当事業年度から「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18

年５月31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）　

　当事業年度より「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準委員会　平成17年12月９日

　企業会計基準第５号）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」（企業会計基準委

員会　平成17年12月９日　企業会計基

準適用指針第８号）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、3,502,253千円であります。

  なお、当事業年度における貸借対照

表の純資産の部については、財務諸表

規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

規則により作成しております。

  ――――― （売上の計上方法）

　売上については、従来契約開始日の

属する月から契約終了日の属する月ま

でに月割計算によって期間按分し、そ

のうち少額かつ短期間の契約について

は契約期間開始日に一括売上計上を

  ―――――
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前第１四半期
会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期
会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

行っておりましたが、当事業年度から、

全ての契約について日割計算によって

期間按分して計上する方法に変更して

おります。

　この変更は、月後半を契約開始日と

する求人サービス契約と少額かつ短期

間の求人サービスの急拡大に伴い、シ

ステム化を行い体制を整えることによ

り、全ての契約について売上を契約期

間にわたって日割按分し、売上の期間

帰属をより適切にすることが望ましい

と判断したために行ったものでありま

す。

　この変更により、従来の方法に比較

して、当第１四半期会計期間の売上高、

営業利益、経常利益及び税引前第１四

半期純利益は461,050千円減少してお

ります。
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表示方法の変更

前第１四半期会計期間末
（　平成18年５月31日現在　）

当第１四半期会計期間末
（　平成19年５月31日現在　）

（四半期貸借対照表）

(1)　流動資産

（四半期貸借対照表）

 (1)　流動負債

　　 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、当第１四半期会計期間より区分掲記すこと

　 といたしました。なお、前第１四半期会計期間に

 　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34,950千円であります。

(2)　投資その他の資産

　従来、流動負債の「その他」に含めて表示していた

「前受収益」は、資産総額の100分の５を超過したため、

当第１四半期会計期間より区分掲記することといたしま

した。なお、前第１四半期会計期間の流動負債の「その

他」に含めていた前受収益の金額は117,745千円であり

ます。

 

　　 従来、投資その他の資産の「その他」に含めて表

　 示していた「関係会社株式」は、総資産の100分の5

   を超過したため、当第１四半期会計期間より区分掲

   記することといたしました。なお、前第１四半期

   会計期間において投資その他の資産の「その他」に

　 含めていた関係会社株式の金額は18,789千円であり

　 ます。
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注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
（平成18年５月31日現在）

当第１四半期会計期間末
（平成19年５月31日現在）

前事業年度末
（平成19年２月28日現在）

※　有形固定資産の減価償却累計額

122,279千円

※　有形固定資産の減価償却累計額

211,828千円

※　有形固定資産の減価償却累計額

191,994千円

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※１　減価償却実施額

   有形固定資産　　     18,802千円

   無形固定資産　　     18,696千円

※１　減価償却実施額

   有形固定資産　　　     19,834千円

   無形固定資産　　　     25,201千円

※１　減価償却実施額

   有形固定資産　　　　   89,962千円

   無形固定資産　　　　   86,551千円

※２　　　　――――――――― ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 5,847千円 支払利息 6,766千円

（四半期株主資本等変動計算書関係）

当第１四半期会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）
当第１四半期会計期
間増加株式数（株）

当第１四半期会計期
間減少株式数（株）

当第１四半期会計期
間末株式数（株）

自己株式     

　普通株式 2 － － 2

合計 2 － － 2

前事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）
当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

自己株式     

　普通株式 2 － － 2

合計 2 － － 2
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（リース取引関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第１四半期末残高相当

額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第１四半期末残高相当

額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

第１四半
期末残高
相当額
（千円）

工具器具
及び備品

47,623 24,491 23,132

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

第１四半
期末残高
相当額
（千円）

工具器具
及び備品

39,852 25,421 14,431

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具
及び備品

47,309 29,688 17,620

(2）未経過リース料第１四半期末残高相当額 (2）未経過リース料第１四半期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 13,907千円

１年超 9,766千円

合計 23,673千円

１年内 7,464千円

１年超 7,185千円

合計 14,650千円

１年内 9,550千円

１年超 8,381千円

合計 17,931千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 3,836千円

減価償却費相当額 3,646千円

支払利息相当額 159千円

支払リース料 3,330千円

減価償却費相当額 3,189千円

支払利息相当額 49千円

支払リース料 16,224千円

減価償却費相当額 15,494千円

支払利息相当額 469千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　　リース期間を耐用年数とし、残存価

　額を零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　　リース料総額とリース物件の取得価

　額相当額の差額を利息相当額とし、各

　期への配分方法については、利息法に

　よっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

（有価証券関係）

前第１四半期会計期間末（平成18年５月31日）

　　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当第１四半期会計期間末（平成19年５月31日）

　　子会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成19年２月28日）

　　子会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前第１四半期
会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期
会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（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 21,906円05銭

１株当たり第１四半期純

損失金額
2,266円44銭

１株当たり純資産額 22,694円54銭

１株当たり第１四半期純

損失金額
2,834円63銭

１株当たり純資産額 26,329円17銭

１株当たり当期純利益金

額
2,171円60銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
2,162円95銭

　潜在株式調整後１株当たり第１四半

期純利益金額は、第１四半期純損失が

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株当たり第１四

半期純利益金額は、第１四半期純損

失が計上されているため記載してお

りません。

 

　（注）　１株当たり第１四半期（当期）純利益又は純損失（△）及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）純

利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

前第１四半期
会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期
会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１株当たり第１四半期（当期）

純利益金額
   

損益計算書上の第１四半期

（当期）純利益又は純損失

（△）（千円）

△300,638 △377,056 288,423

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る第１四半期

（当期）純利益又は純損失

（△）（千円）

△300,638 △377,056 288,423

期中平均株式数（株） 132,648 133,018 132,816

    

潜在株式調整後１株当たり第１

四半期（当期）純利益金額
   

第１四半期（当期）純利益調

整額（千円）
－ － －

普通株式増加数（株） － － 531

（うち新株引受権） － － (141)

（うち新株予約権） － － (390)

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり第１四

半期（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回新株予約権

1,039株

平成17年12月28日発行

第３回新株予約権

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

190株

 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回新株予約権

830株 

平成17年12月28日発行

 第３回新株予約権

185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）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

（関係会社の設立）

　平成18年５月31日開催の取締役会決議に基づ

き、当社は、ディップエージェント株式会社を

設立いたしました。

(1） 目的 人材紹介業を手掛け
ることにより、グ
ループ全体のビジネ
スの拡充を図ります。

(2） 名称 ディップエージェン
ト株式会社

(3） 事業内容 求人・求職・転職支
援サービス有料職業
紹介事業

(4） 資本金 80,000千円
 

(5） 設立時期 平成18年６月27日
 

(6） 取得する株式の
数、取得価額及
び取得後の持分
比率

取得株式数
1,600株
取得価額
160,000千円
取得後の持分比率 
　100% 

―――――――――

 

　―――――――――

 

　

 

 

 

 

（資金借入）

　当社は、平成18年６月29日に以下のとおり借

入を行いました。

　(1)資金用途

　　 運転資金

　(2)契約内容

　　 金額　５億円

　　 返済期限　平成19年６月29日

　　 利率　TIBOR＋0.75％

　　 借入先　株式会社みずほ銀行

　　 担保提供資産

　　 又は保証の内容　なし

―――――――――

 

　―――――――――
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