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１．平成20年２月期の連結業績（平成19年３月１日～平成20年２月29日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期 9,374 11.1 711 12.8 711 12.9 232 23.2

19年２月期 8,434 63.1 631 △0.9 629 △0.1 188 △45.9

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
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年２月期 1,744 15 1,740 85 6.3 12.5 7.6

19年２月期 1,417 76 1,412 11 5.3 12.6 7.5

 

(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

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年２月期 5,741 3,727 64.9 28,024 68

19年２月期 5,617 3,617 64.1 27,080 53

（参考）自己資本 20年２月期 3,727百万円 19年２月期 3,602百万円

(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

百万円 百万円 百万円 百万円

20年２月期 1,467 △604 △1,119 1,547

19年２月期 △155 △1,063 893 1,804

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）(基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年２月期 0 00 0 00 0 00 800 00 800 00 106 56.4 3.0

20年２月期 0 00 0 00 0 00 800 00 800 00 106 45.9 2.9

21年２月期（予想） ―  ―  ―  800 00 800 00 － 19.3 －

３．平成21年２月期の連結業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 5,500 43.5 △200 － △200 － △100 － △751 78

通期 11,700 24.8 1,000 40.5 1,000 40.6 550 137.1 4,134 78
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　有

除外 ２社 （社名　㈱イー・エンジン、㈱ブックデザイン）    

（注）詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び20ページ「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」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年２月期 133,020株 19年２月期 133,020株

②　期末自己株式数 20年２月期 2株 19年２月期 2株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年２月期の個別業績（平成19年３月１日～平成20年２月29日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期 9,008 13.5 752 20.9 763 18.5 441 53.0

19年２月期 7,935 57.7 622 △7.6 644 △6.3 288 △26.9

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

円 銭 円 銭

20年２月期 3,317 74 3,311 47

19年２月期 2,171 60 2,162 95

(2）個別財政状態

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

20年２月期 5,851 3,837 65.6 28,846 91

19年２月期 5,359 3,502 65.3 26,329 17

（参考）自己資本 20年２月期 3,837百万円 19年２月期 3,502百万円

２．平成21年２月期の個別業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 5,450 50.7 △160 － △160 － △100 － △751 78

通期 11,600 28.8 1,070 42.1 1,070 40.2 550 24.6 4,134 78

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料で記述されている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弊社において判断したもの

であります。予想には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がございま

す。なお、上記予想の前提条件等に関する事項につきましては、３ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分

析」をご覧ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当連結会計年度におけるわが国の経済情勢は、輸出を牽引力として大企業を中心に設備投資が拡大し回復傾向を持

続しておりましたが、米国経済のサブプライムローン問題に加え、原油価格の高騰や金融資本市場の混乱等により先

行き不透明感が広がる中で、景気の減速感が見え始めました。

　国内の雇用情勢におきましては、不透明感が広がる経済情勢を受けて求人活動が鈍化傾向を示しているものの、団

塊世代の大量退職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により、人材採用へのニーズは堅調

に推移いたしました。

　このような環境のもと、当社は上場以来一貫して取り組んでいる「営業力」「商品力」の強化に注力し、市場にお

けるシェア獲得に努めてまいりました。

　前連結会計年度までは、売上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を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きまして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。この変更に

より、従来の方法に比較して、当連結会計年度の売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は８億37

百万円減少しております。

　その結果、当連結会計年度の売上高は93億74百万円(前期比11.1％増）、経常利益は７億11百万円（前期比12.9％増）、

当期純利益は２億32百万円(前期比23.2％増）となりました。

　また、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、直課または配賦

することにいたしました。

　一方、個別業績の売上高は90億８百万円（前期比13.5％増）、経常利益は７億63百万円（前期比18.5％増）、当期

純利益は４億41百万円（前期比53.0％増）となりました。なお連結子会社でありますディップエージェント株式会社

が債務超過となったことを受け、関係会社株式評価損１億59百万円を特別損失として計上することといたしました。

　事業部門別の状況は以下のとおりであります。

 

① はたらこねっと事業

　同事業の当連結会計年度の業績は、売上計上基準を月割りから日割りへと変更した影響（２億９百万円減少）及

び営業共通費の配賦方法を変更した影響（３億81百万円減少）があり、売上高は25億96百万円(前期比11.2％増)、

営業利益は８億86百万円（前期比23.6％減)となりました。

　サイト面につきましては、前連結会計年度に開設いたしました、九州・沖縄地区の求人情報を集約したはたらこ

ねっと「九州・沖縄版」や、自らのパソコンスキルが無料で測定できる『全国一斉ＰＣスキルテスト』の他、当連

結会計年度に行った、ユーザビリティ向上を目的としたサイトリニューアルにより、機能強化を行いました。

　その結果、モバイルリサーチを展開するネットエイジア株式会社の「派遣の仕事探しにおけるモバイル利用実態

調査」において、ユーザー認知度、応募就業率ともに１位を獲得いたしました。

　プロモーション活動につきましては、前連結会計年度に引き続きテレビコマーシャルや交通広告等を実施し、ま

た、当連結会計年度にサイトリニューアルと時期を合わせて開催した、派遣社員として働くスタッフを応援する「は

たらこねっと　キャッチ・ザ・ドリームコンテスト」により、多数のメディアから注目を浴びる結果となりまし

た。

　これらの活動により、契約社数は順調に拡大し、平成20年２月末時点において1,210社(前年同期比87.3％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。  

② バイトルドットコム事業

　同事業の当連結会計年度の業績は、売上計上基準を月割りから日割りへと変更した影響（５億66百万円減少）及

び営業共通費の配賦方法を変更した影響（６億37百万円減少）があるものの、売上高は53億19百万円(前期比18.6％

増)、営業利益は19億52百万円(前期比23.7％増)と大きく増加いたしました。

　サイト面につきましては、「はたらこねっと」同様、前連結会計年度に「九州・沖縄版」を新設し、当連結会計

年度にはモバイルサイトに業界初となる「ＧＰＳ（位置情報検索）を利用した仕事情報検索」機能を追加する等利

便性向上を目的としたサイトリニューアルにより、機能強化を行いました。

　その結果、インターネットサービスのランキング評価を行うＧｏｍｅｚ（ゴメス）社の「2007年11月アルバイト

情報サイトランキング」において、2005年に実施された同調査結果に続き連続して『総合評価１位』を獲得、また、

はたらこねっと同様、ネットエイジア株式会社の「アルバイトの仕事探しにおけるモバイル利用実態調査」におい

て、ユーザー認知度、応募率、応募就業率全てにおいて１位を獲得いたしました。
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 　プロモーション活動につきましては、前連結会計年度に引き続きテレビコマーシャルや交通広告等を積極的に展

開し、認知度向上に努めてまいりました。

　これらの活動により、契約社数は平成20年２月末時点におきまして3,484社(前年同期比40.2％増)、掲載情報数に

つきましても44,592件(前年同期比108.1％増）と大幅に拡大し、引き続き業界最大級の掲載情報数を有するに至り

ました。

 

③ ジョブエンジン事業

　同事業の当連結会計年度の業績は、売上計上基準を月割りから日割りへと変更した影響（60百万円減少）及び営

業共通費の配賦方法を変更した影響（94百万円減少）を受け、売上高は13億48百万円(前期比4.4％減)、営業損失は

２億９百万円(前期営業損失２億96百万円)となりました。なお、当連結会計年度より新商品「ＲＨＰ年間パック」

を導入したことにより、当連結会計年度に予定していた売上が一部次期にずれ込んでおります。

　サイト面につきましては、当連結会計年度において転職サイト初の試みである行動ターゲティング広告を導入し、

利便性を向上いたしました。

　プロモーション活動に関してましては、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努めるととも

に、交通広告等の積極的なプロモーションを行いました。

　これらの活動により、契約社数は平成20年２月末時点において919社(前年同期比46.6％増)と順調に拡大しており

ます。 

 

④ その他事業

　連結子会社である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売上を主とするその他事業の当

連結会計年度の売上高は１億10百万円となりました。

　なお、当社と株式会社ブックデザインは、平成20年１月１日に当社を存続会社として合併いたしました。

（次期の見通し） 

　当社では引き続き、ネット求人市場においてリーディングカンパニーを目指すべく、「商品力」「営業力」「組

織力」を強化してまいります。

　「商品力」につきましては、各サイトにおける、さらなる機能強化を行ってまいります。また、広告宣伝におい

ては、テレビコマーシャルの積極展開に加え、西武ライオンズヘルメット広告やＫ－１リングサイド広告及び主要

都市における大看板広告等積極的な広告宣伝活動を行うことで、さらなる認知度向上と応募者獲得を目指してまい

ります。

　「営業力」につきましては、平成20年４月に157名の新卒営業社員を増強し、既存顧客と重点エリアへの人員配置

で顧客内・エリア内のシェア拡大を図ってまいります。

　「組織力」につきましては、新人事制度を導入することにより、大型採用を行ってきた新卒・若手社員の育成の

強化をいたします。また、日本版ＳＯＸ法に対応する内部統制を構築する等引き続きコンプライアンス強化に努め

ることで、社会からの信頼と評価の高い企業を目指してまいります。

 　今後、経済情勢の先行き不透明感は益々広がることが予想されており、国内の雇用情勢につきましては、これま

で高い水準を維持してきた企業の採用意欲が減退することが危惧されております。

　このような状況を鑑み、通期の連結業績は、売上高117億円、営業利益10億円、経常利益10億円、当期純利益５億

50百万円を見込んでおります。

 

(2）財政状態に関する分析

  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）は前連結会計年度末と比較し、２億56百万円

減少の15億47百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローは以下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、得られた資金は14億67百万円（前年同期は１億55百万円の使用）となりました。これは主に税

金等調整前当期純利益６億36百万円、前受収益の増加７億65百万円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６億４百万円（前年同期比43.2％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４億80百万円、敷金・保証金の払込みによる支出88百万円によるものであります。 
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③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　財務活動の結果、使用した資金は11億19百万円（前年同期は８億93百万円の獲得）となりました。これは主に短

期借入金の純減10億円、配当金の支払い１億３百万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きまし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（％） 64.1 64.9

 時価ベースの自己資本比率（％） 177.8 83.2

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 68.5

   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

　 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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、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、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、利払いにつきましては、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。

(注２) 前連結会計年度は、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、キャッシュ・フロー対有利子負債

比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオを記載しておりません。

(注３) 当連結会計年度は、有利子負債がないため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率を記載しておりませ

ん。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　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月期から２期連続で、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、１株につき800円の普通配当を実施する予定でおります。

　また、次期配当につきましても、通期業績及び財政状態、その他の状況を勘案した上で、１株800円の普通配当を予

定しております。

 

(4）事業等のリスク

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ダウンした場合、当社の事業活動に支障

を来たす可能性があります。また、一時的な過負荷による当社システムまたは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、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

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可能性が

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、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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 　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しております。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ＩＳＯ27001（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日に認証を取得しております。

 

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きまして、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、当社の業績及び財政状態に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きまして、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

は一段と激化しております。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どおりに事業展開ができず、当社の業績及び

財政状態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及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。   

 

⑤ 法的規制について

　当社は、事業展開をする上で「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」、「職業安定法」、「労働基準法」、「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」等の様々な法的規制を受けております。

　当社はこれらの法律等に十分留意し事業活動を行っておりますが、万一これらに抵触する事実が生じた場合や法

律の改正及び法的規制の強化等があった場合には、事業活動が制限される可能性や新たな法的規制を遵守するため

の費用増加にもつながる可能性があります。その結果、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。 
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２．企業集団の状況
　当社グループは、当社と、当社の100％出資子会社であるディップエージェント株式会社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。

　なお、当社転職情報サイトの開発・運営・保守を行っておりました株式会社イー・エンジン及び採用ホームページの

制作、メディア企画・開発を行っておりました株式会社ブックデザインにつきましては、「ジョブエンジン」事業の強

化、意思決定の迅速化、人材活用の効率化を図ると共に、経営資源を一体化し同事業の効率的な運営を目的とし、平成

20年１月１日付で吸収合併いたしました。

 （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「バイトルドッドコム」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

職相談等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〉

 

求職者 

（ユーザー） 

クライアント 

顧客 

（得意先） 

派遣社員 

アルバイト 

正社員 求人企業 

人材エージェント 

求
人
情
報
の
提
供 

求
人
情
報
の
掲
載 

ディップエージェント株式会社 ※ 

転職エージェントサービス 

ジョブエンジン 

中途・正社員採用の求人情報サービス 

バイトルドットコム 

アルバイト情報の求人情報サービス 

はたらこねっと 

派遣社員の求人情報サービス 

ディップ株式会社 

当社グループ 

　※　当社の連結子会社です。
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関係会社の状況

　連結子会社

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の内容
議決権の所有
割合（％）

関係内容

ディップエージェント

株式会社

 （注）１

東京都港区六本木

一丁目６番１号
80,000 その他事業 100.0

人材の紹介

役員の兼任

設備の賃貸

　（注）１.　有価証券報告書又は有価証券届出書は提出しておりません。

２.　主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

３.　当社は、連結子会社であった株式会社イー・エンジン及び株式会社ブックデザインを平成20年１月１日付で

吸収合併いたしました。
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３．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、インターネットとモバイル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提供することにより、更なる「One to 

One Satisfaction」を実践・追求してまいります。

 

(2）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

ております。

　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、そのためには多くの営業

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・サービスを理解及

び利用していただくためには、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、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。

 

(3）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ヵ年において、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」、採用ホームページ検索エンジン「ジョブエンジン」の全てにおきましてNo.1サイトを

目指してまいりました。

　当社は引き続き、ネット求人広告市場においてリーディングカンパニーを目指すべく、「商品力」「営業力」「組

織力」を強化し、当社が運営する「はたらこねっと」「バイトルドットコム」「ジョブエンジン」の全てのサイトに

おいて、顧客支持率No.１のサイトを目指してまいります。

　また、これまで新卒大量採用や広告宣伝費等の先行投資を行い、高い売上成長性を実現してまいりましたが、大量

採用した新卒の成長や商品のブランド力が向上したこと等により、今後は、高い収益力の実現も併せて目指してまい

ります。

　加えて、新人を最速でプロフェッショナルな人材へと育成し、複数のキャリアプランを選択できる等の新人事制度

を導入することにより、従業員満足度No.１を実現し、また、日本版ＳＯＸ法（金融商品取引法）に対応する内部統制

を構築する等引き続きコンプライアンス強化に努めることで、社会からの信頼と評価の高い企業を目指してまいりま

す。

　また、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、既存ビジネスだけでは囲い込めないユーザーやクライアントの獲得、

当社グループ全体のサービス強化を積極的に行うことに加え、企業価値を高めるためにＭ＆Ａ等を利用した他事業へ

の進出を検討してまいります。

　さらに、事業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。

 

(4）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提供サービスは、引き続き非常に成長性の高

い分野でありますが、競争優位性を確保しさらに高い成長を実現していくためには、さらなる商品力・営業力の強化、

新たな価値創造に向けた新規事業の実現、システムの安定性と信頼性の向上、個人情報保護と情報セキュリティの強

化、マネジメント体制の強化を重要な課題として掲げ、今後も積極的に取り組んでまいります。

　商品力の強化につきましては、情報の質の向上と量の拡大に努めると共に、ユーザーの利便性を高めるためのサイ

ト開発を継続的に行ってまいります。

　営業力の強化につきましては、クライアントニーズを的確に捉えた提案力の強化、人材の早期戦力化、生産性の向

上に向け、入社前のインターン研修や営業実践研修等の研修プログラムを充実してまいります。

　新規事業につきましては、当社の既存事業とシナジー効果を得、新たな価値を生むための取り組みを積極的に展開

してまいります。
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　システムにつきましては、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、運用体

制強化を継続的に行ってまいります。

　個人情報保護及び情報セキュリティ強化につきましては、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、情報セキュリティマネジメントシステムの構築・維持向上に努めてまいりま

す。

　マネジメント体制の強化につきましては、リーダーシップ研修等のプログラムを充実させ、適切な管理体制の構築

と意思決定のスピードを向上させると共に、ビジネスプロセス、意思決定プロセスの改善を積極的に実施してまいり

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19年２月28日）

当連結会計年度
（平成20年２月29日） 対前年比

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   1,804,075   1,547,667   

２．受取手形及び売掛金   1,807,735   1,926,418   

３．繰延税金資産   111,912   163,128   

４．その他   110,231   182,115   

貸倒引当金   △18,406   △74,017   

流動資産合計   3,815,548 67.9  3,745,313 65.2 △70,235

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1) 建物及び構築物  231,635   245,017    

減価償却累計額  50,704 180,931  75,917 169,100   

(2) 機械装置及び車両
運搬具  4,775   5,493    

減価償却累計額  4,536 238  1,144 4,349   

(3) 工具器具及び備品  380,130   369,240    

減価償却累計額  149,949 230,181  189,263 179,976   

(4) その他   408   1,373   

有形固定資産合計   411,760 7.3  354,800 6.2 △56,959

２．無形固定資産         

(1) のれん   ―   308,949   

(2) 連結調整勘定   443,004   ―   

(3) ソフトウエア   364,175   561,631   

(4) その他   14,331   151,847   

無形固定資産合計   821,511 14.6  1,022,427 17.8 200,916

３．投資その他の資産         

(1) 長期貸付金   ―   13,123   

(2) 繰延税金資産   68,432   52,762   

(3) 敷金   482,601   536,283   

(4) その他   28,968   34,851   

　貸倒引当金   △11,395   △18,039   

投資その他の資産
合計   568,607 10.2  618,980 10.8 50,373

固定資産合計   1,801,878 32.1  1,996,208 34.8 194,330

資産合計   5,617,426 100.0  5,741,522 100.0 124,095
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  前連結会計年度
（平成19年２月28日）

当連結会計年度
（平成20年２月29日） 対前年比

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金   50,831   47,212   

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   201,044   376,471   

５. 前受収益   ―   910,901   

６．賞与引当金   126,155   140,878   

７．その他   605,313   537,170   

流動負債合計   1,985,397 35.3  2,012,635 35.1 27,237

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   13,766   ―   

２．預り保証金   1,200   1,100   

固定負債合計   14,966 0.3  1,100 0.0 △13,866

負債合計   2,000,363 35.6  2,013,735 35.1 13,371

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,080,900 19.2  1,080,900 18.8 ―

２．資本剰余金   1,782,549 31.7  1,782,549 31.0 ―

３．利益剰余金   739,209 13.2  864,797 15.1 125,588

４．自己株式   △460 △0.0  △460 △0.0 ―

株主資本合計   3,602,198 64.1  3,727,787 64.9 125,588

Ⅱ　少数株主持分   14,864 0.3  ― ― △14,864

純資産合計   3,617,063 64.4  3,727,787 64.9 110,723

負債純資産合計   5,617,426 100.0  5,741,522 100.0 124,095
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(2）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 百分比
（％） 金額（千円） 百分比

（％）
増減

（千円）

Ⅰ　売上高   8,434,935 100.0  9,374,361 100.0 939,425

Ⅱ　売上原価   653,573 7.7  548,327 5.8 △105,245

売上総利益   7,781,362 92.3  8,826,033 94.2 1,044,670

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．役員報酬  108,886   171,943    

２．給与手当  2,266,508   2,592,197    

３．賞与引当金繰入額  126,155   142,410    

４．広告宣伝費  1,551,690   1,798,905    

５．貸倒引当金繰入額  13,790   64,150    

６．減価償却費  118,838   102,674    

７．地代家賃  565,475   621,793    

８. のれん償却額  ―   129,116    

９．連結調整勘定償却額  129,363   ―    

10．その他  2,269,537 7,150,246 84.8 2,491,049 8,114,242 86.6 963,995

営業利益   631,115 7.5  711,791 7.6 80,675

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  213   2,187    

２. 保険配当金  ―   4,250    

３. 保険等解約返戻金  ―   15,821    

４．その他  8,571 8,784 0.1 4,347 26,607 0.3 17,823

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  8,483   22,738    

２．その他  1,655 10,139 0.1 4,421 27,159 0.3 17,020

経常利益   629,760 7.5  711,238 7.6 81,477

Ⅵ　特別利益         

  １. 固定資産売却益  ― ― ― 515 515 0.0 515

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損  138,640   67,303    

２. 固定資産売却損  ―   213    

３. 原状回復費用  ―   4,800    

４. 中途解約損害金  ― 138,640 1.7 3,000 75,318 0.8 △63,322

税金等調整前当期
純利益   491,120 5.8  636,436 6.8 145,316

法人税、住民税及び
事業税  381,097   433,746    

法人税等調整額  △85,052 296,045 3.5 △35,647 398,099 4.2 102,053

少数株主利益   6,773 0.1  6,334 0.1 △439

当期純利益   188,301 2.2  232,002 2.5 43,701
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(3）連結株主資本等変動計算書

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）

 

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 3,710 3,744   7,454   7,454

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

当期純利益   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）

     △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。

当連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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

連結会計年度中の変動額        

剰余金の配当   △106,414  △106,414  △106,414

当期純利益   232,002  232,002  232,002

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

     △14,864 △14,864

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

― ― 125,588 ― 125,588 △14,864 110,723

平成20年2月29日　残高（千円） 1,080,900 1,782,549 864,797 △460 3,727,787 ― 3,727,787
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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18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（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  491,120 636,436  

減価償却費  178,363 221,761  

のれん償却額  ― 129,116  

連結調整勘定償却額  129,363 ―  

貸倒引当金の増加額  7,676 62,255  

賞与引当金の増加額  26,493 14,723  

受取利息及び受取配当金  △213 △2,187  

支払利息  8,483 22,738  

保険等解約返戻金  ― △15,821  

固定資産除却損  138,640 67,303  

固定資産売却損益  ― △302  

原状回復費用  ― 4,800  

中途解約損害金  ― 3,000  

売上債権の増加額  △749,482 △139,576  

仕入債務の減少額  △6,145 △3,619  

その他営業債権の増減額
(△増加)

 49,692 △44,583  

その他営業債務の増加額  30,312 43,176  

その他  10,233 739,925  

小計  314,537 1,739,147 1,424,609

利息及び配当金の受取額  213 2,187  

利息の支払額  △9,352 △21,436  

保険等解約返戻金の受取額  ― 15,821  

原状回復費用の支払額  ― △4,800  

中途解約損害金の支払額  ― △3,000  

法人税等の支払額  △460,946 △260,473  

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 △155,548 1,467,445 1,622,993
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

    

関係会社株式の取得による
支出

 ― △16,260  

長期貸付金の回収による収入  ― 140  

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

 △291,385 △53,228  

有形固定資産の売却による
収入

 ― 943  

無形固定資産の取得による
支出

 △342,485 △480,296  

敷金・保証金の払込みによる
支出

 △114,874 △88,385  

敷金・保証金の払戻しによる
収入

 28,532 34,703  

その他  △4,705 △2,028  

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △1,063,341 △604,412 458,929

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

    

短期借入金の純増減額
（△減少）

 1,000,000 △1,000,000  

長期借入金の返済による支出  △8,208 △15,818  

新株発行による収入  7,420 ―  

配当金の支払額  △106,083 △103,622  

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 893,128 △1,119,440 △2,012,569

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額  △325,762 △256,408 69,354

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  2,129,837 1,804,075 △325,762

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高  ※１ 1,804,075 1,547,667 △256,408
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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

項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１　連結の範囲に関する事項

 

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。

 

連結子会社の数　　　　　　１社

ディップエージェント株式会社

 

 

  株式会社イー・エンジン及び株式会社

ブックデザインは、平成20年１月１日付で

当社と合併いたしましたので連結の範囲か

ら除外しております。ただし、合併期日の

前日である平成19年12月31日までの損益は

連結しております。

２　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。

　連結子会社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。連結計算書類の作成

においては、同決算日現在の計算書類を使

用しております。ただし、２月１日から連

結決算日２月29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。

株式会社イー・エンジンの決算日は１月

31日でしたが、合併により当連結会計年度

の連結財務諸表作成においては、平成19年

12月31日現在の財務諸表を使用しておりま

す。

株式会社ブックデザインの決算日は５月

31日でしたが、合併により当連結会計年度

の連結財務諸表作成においては、平成19年

12月31日現在で実施した仮決算に基づく財

務諸表を使用しております。

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

仕掛品・・・個別法による原価法

貯蔵品・・・最終仕入原価法
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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　　　２～20年

(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２～４年

工具器具及び備品　　　２～20年

 

 

 

 

 

 

 （会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税

法の改正（（所得税法等の一部を改正

する法律　平成19年３月30日　法律第

６号）及び（法人税法施行令の一部を

改正する政令　平成19年３月30日　政

令第83号））に伴い、平成19年４月１

日以降に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しております。

　この変更による当連結会計年度の営

業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益に与える影響は軽微でありま

す。　

 (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアに

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

 

 (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

 (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

 (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。

(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
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

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

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。

――――――――

７　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
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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の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
　至　平成20年２月29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、当連結会計年

度の売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益は837,105千円減少しております。
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
　至　平成20年２月29日）

―――――――― （企業結合に関する会計基準） 

　当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」（企

業会計審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関

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７号）並びに「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員

会　平成19年11月15日　企業会計基準適用指針第10号）を

適用しております。

表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

――――――――

 

（連結貸借対照表）

前連結会計年度において「連結調整勘定」として掲記さ

れていたものは、当連結会計年度から「のれん」として表

示しております。

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、負債及び純資産の合計額の100分の５を超過

したため、当連結会計年度より区分掲記することといたし

ました。なお、前連結会計年度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145,403千円であり

ます。

 （連結損益計算書）

 

　

前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含め

て表示していた「保険配当金」は、営業外収益の総額の100

分の10を超過したため、当連結会計年度より区分掲記する

ことといたしました。なお、前連結会計年度において営業

外収益の「その他」に含めていた保険配当金の金額は2,277

千円であります。

前連結会計年度において「連結調整勘定償却額」として

掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれん償却

額」として表示しております。

 （連結キャッシュ・フロー計算書）

 

　

前連結会計年度において「連結調整勘定償却額」として

掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれん償却

額」として表示しております。

注記事項

（連結貸借対照表関係）

連結貸借対照表に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示

を省略しております。

（連結損益計算書関係）

連結損益計算書に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示

を省略しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

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

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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当連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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 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．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連結会計年度となるもの

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20年５月24日

定時株主総会
普通株式 106,414  利益剰余金 800 平成20年２月29日 平成20年５月26日
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（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18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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

                       (平成19年２月28日現在） 

※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

　　　　　　　　　　　（平成20年２月29日現在）

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

現金及び預金勘定      1,547,667千円

現金及び現金同等物      1,547,667千円

※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

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

   

――――――――

（開示の省略）

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション

等、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を

省略しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

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

Ⅱ資産、減価償却費及び資本

的支出
       

　資産 620,921 1,434,895 997,849 121,185 3,174,852 2,442,574 5,617,426

　減価償却費 21,317 50,095 13,387 7,603 92,403 85,959 178,363

　資本的支出 127,212 199,275 100,167 38,357 465,013 684,021 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

のは当社の管理部門に係る費用であります。

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、当連結会計年度より記載対象

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。

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。
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当連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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
2,596,369 5,319,120 1,348,786 110,085 9,374,361 ― 9,374,361

２．セグメント間の内部売上

高又は振替高
― ― 20,779 389,380 410,159 △410,159 ―

計 2,596,369 5,319,120 1,369,566 499,465 9,784,520 △410,159 9,374,361

営業費用 1,709,773 3,366,432 1,578,713 581,990 7,236,909 1,425,660 8,662,569

営業利益又は営業損失（△） 886,595 1,952,688 △209,147 △82,524 2,547,611 △1,835,820 711,791

Ⅱ資産、減価償却費及び資本

的支出
       

　資産 848,163 1,784,296 708,613 338,741 3,679,814 2,061,707 5,741,522

　減価償却費 52,623 109,756 12,903 8,338 183,622 38,138 221,761

　資本的支出 144,249 195,108 142,518 3,680 485,557 100,645 586,202

(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1,702,688千円であり、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．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。この変更による当連結会計年度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381,648千円減少、「バイトルドットコム」の営業利益が637,711千円減少、「ジョ

ブエンジン」の営業損失が94,043千円増加となっており、「消去又は全社」の営業損失は1,113,402千円減少

しております。

５．売上の計上方法の変更

　「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

連結会計年度の売上高は、「はたらこねっと」が209,709千円、「バイトルドットコム」が566,630千円、

「ジョブエンジン」が60,764千円減少し、営業利益（損失）が同額減少（増加）しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

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)及び当連結会計年度　(自　平成19年３月１

日　至　平成20年２月29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。

ｃ．海外売上高

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)及び当連結会計年度　(自　平成19年３月１

日　至　平成20年２月29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）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

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

１株当たり純資産額    28,024円 68銭

１株当たり当期純利益金額     1,744円 15銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
    1,740円 85銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。

 
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）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益金額 (千円) 188,301 232,002

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) 188,301 232,002

期中平均株式数(株) 132,816 133,018

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額(千円)  　　　　　　　　　　　　　　─  　　　　　　　　　　　　　　―

普通株式増加数(株) 531 252

（うち新株引受権） (141) ― 

（うち新株予約権） (390) (252)

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

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

平成17年７月１日発行

第２回新株予約権

792株

平成17年12月28日発行

第３回新株予約権

170株
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（重要な後発事象）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 ―――――――― （金融機関からの資金調達）

　当社は、平成20年３月24日開催の取締役会に基づき、

平成20年３月31日付で総額1,600,000千円の借入を行いま

した。

 （1）資金使途

　 　 運転資金

 （2）借入先の名称

　　  株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

　　  株式会社三井住友銀行

　　  株式会社みずほ銀行 

 （3）借入金額

　 　 1,600,000千円 

 （4）借入金利

　 　 ＴＩＢＯＲ＋0.75％

 （5）返済条件

　 　 期日一括返済

 （6）借入日

　 　 平成20年３月31日

 （7）返済期限

　 　 平成20年５月30日

 （8）担保提供資産及び債務保証

　 　 該当ありません
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  前事業年度
（平成19年２月28日）

当事業年度
（平成20年２月29日） 対前年比

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   1,431,215   1,515,962   

２．売掛金   1,752,627   1,922,419   

３. 仕掛品   ―   34,398   

４．貯蔵品   12,251   16,698   

５．前払費用   82,946   140,808   

６．繰延税金資産   99,631   170,232   

７．関係会社短期貸付金   ―   70,000   

８．その他   44,769   5,339   

貸倒引当金   △17,663   △105,017   

流動資産合計   3,405,777 63.5  3,770,842 64.4 365,065

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1) 建物  200,638   245,017    

減価償却累計額  47,047 153,590  75,917 169,100   

(2) 車両及び運搬具  4,775   5,493    

減価償却累計額  4,536 238  1,144 4,349   

(3) 工具器具及び備品  355,245   368,814    

減価償却累計額  140,409 214,836  189,065 179,749   

(4) 土地   408   408   

(5) 建設仮勘定   ―   965   

有形固定資産合計   369,073 6.9  354,572 6.1 △14,500

２．無形固定資産         

  (1) のれん   ―   308,949   

(2) 商標権   1,014   2,214   

(3) 電話加入権   425   569   

(4) ソフトウエア   385,698   597,334   

(5) ソフトウエア
仮勘定　　　　　   12,050   148,849   

無形固定資産合計   399,189 7.5  1,057,917 18.1 658,727

３．投資その他の資産         

(1) 関係会社株式   668,789   0   

(2) 長期貸付金   ―   13,123   

(3) 破産更生債権等   11,395   18,039   

(4) 長期前払費用   3,131   1,333   

(5) 繰延税金資産   17,459   101,847   

(6) 敷金   482,601   536,283   

(7) 保険積立金   13,768   15,478   

　　貸倒引当金   △11,395   △18,039   

投資その他の資産
合計   1,185,750 22.1  668,065 11.4 △517,684

固定資産合計   1,954,013 36.5  2,080,556 35.6 126,542

資産合計   5,359,791 100.0  5,851,399 100.0 491,607
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  前事業年度
（平成19年２月28日）

当事業年度
（平成20年２月29日） 対前年比

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   69,005   47,212   

２．短期借入金   1,000,000   ―   

３．未払金   178,729   273,093   

４．未払費用   167,706   168,864   

５．未払法人税等   94,380   376,181   

６．未払消費税等   64,990   67,431   

７．預り金   11,911   22,209   

８．前受収益   145,823   913,086   

９．賞与引当金   117,256   140,878   

10．その他   6,535   4,181   

流動負債合計   1,856,337 34.7  2,013,140 34.4 156,802

Ⅱ　固定負債         

１．預り保証金   1,200   1,100   

固定負債合計   1,200 0.0  1,100 0.0 △100

負債合計   1,857,537 34.7  2,014,240 34.4 156,702

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,080,900 20.2  1,080,900 18.5 ―

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 28.0  1,503,498 25.7 ―

３．利益剰余金         

(1) その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  918,314   1,253,219    

利益剰余金合計   918,314 17.1  1,253,219 21.4 334,905

４．自己株式   △460 △0.0  △460 △0.0 ―

株主資本合計   3,502,253 65.3  3,837,158 65.6 334,905

純資産合計   3,502,253 65.3  3,837,158 65.6 334,905

負債純資産合計   5,359,791 100.0  5,851,399 100.0 491,607
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   7,935,898 100.0  9,008,689 100.0 1,072,791

Ⅱ　売上原価   645,514 8.1  604,174 6.7 △41,340

売上総利益   7,290,383 91.9  8,404,514 93.3 1,114,131

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．役員報酬  58,766   115,467    

２．給与手当  2,135,126   2,424,010    

３．賞与引当金繰入額  117,256   132,516    

４．福利厚生費  364,783   132,876    

５．採用教育費  256,264   189,483    

６．広告宣伝費  1,548,233   1,784,014    

７．貸倒引当金繰入額  13,231   64,436    

８．地代家賃  487,501   554,263    

９．旅費交通費  126,712   175,000    

10．減価償却費  109,373   97,850    

11．その他  1,450,441 6,667,691 84.0 1,981,828 7,651,748 84.9 984,056

営業利益   622,691 7.9  752,766 8.4 130,074

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  356   2,575    

２．業務受託料  20,584   20,204    

３．保険配当金  ―   4,250    

４．その他  8,821 29,762 0.3 6,664 33,695 0.4 3,933

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  6,766   22,321    

２．その他  1,591 8,358 0.1 1,008 23,330 0.3 14,971

　経常利益   644,095 8.1  763,131 8.5 119,036

Ⅵ　特別利益         

　１. 固定資産売却益  ―   451    

２. 抱合株式消滅差益  ― ― ― 251,644 252,095 2.8 252,095

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損  136,094   65,534    

２. 関係会社株式評価損  ―   159,999    

３. 原状回復費用  ―   4,800    

４. 貸倒引当金繰入額  ―   31,000    

５．抱合株式消滅差損  ― 136,094 1.7 65,424 326,759 3.7 190,665

税引前当期純利益   508,001 6.4  688,467 7.6 180,466

法人税、住民税及び
事業税

 253,703   367,905    

法人税等調整額  △34,125 219,577 2.8 △120,757 247,148 2.7 27,570

当期純利益   288,423 3.6  441,319 4.9 152,896
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（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

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 3,710 3,744 3,744  ―  7,454

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

当期純利益    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）

       

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  7,454

剰余金の配当（注）  △106,102

当期純利益  288,423

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△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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当事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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

事業年度中の変動額        

剰余金の配当    △106,414 △106,414  △106,414

当期純利益    441,319 441,319  441,319

事業年度中の変動額合計（千円） ― ― ― 334,905 334,905 ― 334,905

平成20年2月29日　残高（千円） 1,080,900 1,503,498 1,053,498 1,253,219 1,253,219 △460 3,837,158

 純資産合計

平成19年2月28日　残高（千円） 3,502,253

事業年度中の変動額  

剰余金の配当 △106,414

当期純利益 441,319

事業年度中の変動額合計（千円） 334,905

平成20年2月29日　残高（千円） 3,837,158
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６．その他
(1）役員の異動

　　該当事項はありません。
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