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（百万円未満切捨て）

１．平成21年２月期第１四半期の連結業績（平成20年３月１日　～　平成20年５月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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 ％

21年２月期第１四半期 3,185 103.4 271 － 251 － 180 －

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

20年２月期 9,374 － 711 － 711 － 232 －

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

21年２月期第１四半期 1,359 10 1,356 90

20年２月期第１四半期 △3,074 27 － －

20年２月期 1,744 15 1,740 85

(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

21年２月期第１四半期 7,280 3,802 52.2 28,583 78

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

20年２月期 5,741 3,727 64.9 28,024 68

(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

21年２月期第１四半期 △31 △237 1,516 2,795

20年２月期第１四半期 137 △95 477 2,323

20年２月期 1,467 △604 △1,119 1,547

２．配当の状況

１株当たり配当金

（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

20年２月期 ― ― ― ― ― ― 800 00 800 00

21年２月期（実績） ― ― ― ― ― ― ― ―

21年２月期（予想） ― ― ― ― ― ― 800 00 800 00

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）　：　無

(2）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

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

(4）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」の別添に定められている「四半期財

務諸表等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。

５．個別業績の概要（平成20年３月１日　～　平成20年５月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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 ％

21年２月期第１四半期 3,168 118.2 291 － 272 － 122 －

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

20年２月期 9,008 － 752 － 763 － 441 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

21年２月期第１四半期 921 94

20年２月期第１四半期 △2,834 63

20年２月期 3,317 74

(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

21年２月期第１四半期 7,325 3,853 52.6 28,968 85

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

20年２月期 5,851 3,837 65.6 28,846 91

６．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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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「【定性的情報・財務諸表等】３．連結

業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済情勢は、米国のサブプライムローン問題を発端とした金融不安や原

油・原材料価格の高騰等により、先行き不透明感が広がる中で景気の減速感が強まってまいりました。

　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意欲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等の社会構造的な問題により、企業の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ると共に、当第１四半期より新人事制度の導入及び日本版ＳＯＸ法対応等、「組織力」の強化にも

力を入れ、高い成長性と高収益を支える体制の整備と人材の育成を図ってまいりました。

　その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は31億85百万円（前年同期比103.4％増）、経常利益は２億51百万円

（前年同期経常損失６億46百万円）、当第１四半期純利益は１億80百万円（前年同期純損失４億８百万円）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。

 

(1)はたらこねっと事業

　同事業の当第１四半期連結会計期間の売上高は９億25百万円（前年同期比125.8％増）、営業利益は３億87百万円（前

年同期比840.7％増）となりました。

　サイト面につきましては、ＰＣ版のリニューアルを実施し、情報の質と量を充実させることでマッチング率の向上を

図り、ユーザビリティの一層の向上に努めてまいりました。

　プロモーション活動につきましては、前連結会計年度から引き続き、テレビコマーシャルや交通広告・ネット広告を

実施し、サイトの認知度向上やユーザーの利用促進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５月末時点において1,102社（前年同期比64.5%増：前年同期末670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。

(2)バイトルドットコム事業

　同事業の当第１四半期連結会計期間の売上高は19億46百万円（前年同期比126.2％増）、営業利益は８億80百万円（前

年同期営業損失39百万円）となりました。

　サイト面につきましては、当第１四半期において、クライアント向けにモバイル版の管理画面を新設し、応募者管理

の効率の向上を図りました。

　プロモーション活動につきましては、「はたらこねっと」同様、前連結会計年度から引き続き、テレビコマーシャル

や交通広告・ネット広告を積極的に実施いたしました。また、プロ野球球団「西武ライオンズ」とヘルメット広告のス

ポンサー契約を締結した他、格闘技イベント「Ｋ－１」に協賛する等、幅広く広告宣伝活動を展開することでサイトの

認知度向上や、ユーザーの利用促進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５月末時点におきまして3,082社（前年同期比41.3%増：前年同期末2,181社）、

掲載情報数につきましても同38,002件（前年同期比73.0%増：前年同期末21,972件）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

　同事業の当第１四半期連結会計期間の売上高は２億94百万円（前年同期比12.5％増）、営業損失は２億32百万円（前

年同期営業損失１億19百万円）となりました。減益の主な要因は、広告宣伝費の増加や新卒社員の配属等による販売費

及び一般管理費増であります。

　サイト面につきましては、当第１四半期に会員登録の手続きを容易にするテンプレートを導入する等、ユーザーの利

便性向上を目的とした機能強化を行いました。また、前連結会計年度の第３四半期より販売に注力してまいりました、

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）の年間パックを含めたＲＨ

Ｐの利用顧客数は当第１四半期末で968社に達しました。

　プロモーション活動につきましては、「ジョブエンジン」としては初のテレビコマーシャルを当第一四半期より実施

し、従来から継続的に展開しております交通広告等と共に、認知度の向上及びユーザーの獲得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５月末時点におきまして、1,120社（前年同期比75.0％増：前年同期末640社）

と順調に拡大しております。
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(4)その他事業

　連結子会社である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１四半期連結会計期間の売

上高は19百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

(1)資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて15億38百万円増加し、72億80百万円とな

りました。資産増加の主な要因は、運転資金の借入16億円に伴う現金及び預金の増加12億47百万円等によるものであり

ます。

 

　 当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて14億64百万円増加し、34億78百万円となり

ました。主な要因は、短期借入金16億円の増加等によるものであります。

 

　当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて74百万円増加し、38億２百万円となりま

した。主な要因は、第１四半期純利益１億80百万円が剰余金の配当１億６百万円を上回ったことによる利益剰余金の増

加74百万円によるものであります。

 

(2)連結キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）残高は、前連結会計年度末と比べ

て12億47百万円増加の27億95百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間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。

（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31百万円（前年同期は１億37百万円の獲得）となりました。これは主に法人税等の

支払額３億87百万円が、税金等調整前第１四半期純利益２億51百万円及び賞与引当金の増加１億23百万円を上回ったこ

とによります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、使用した資金は２億37百万円（前年同期比147.6％増）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２億26百万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）

　財務活動の結果、得られた資金は15億16百万円（前年同期比217.4％増）となりました。これは主に短期借入金の純増

加額16億円によるものであります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　景気の減速感、派遣事業への規制強化の影響を考慮し、現時点において、平成20年４月15日に発表致しました中間期

及び通期の連結業績予想に変更はありません。

　なお、１株当たり当期純利益の計算には、平成20年２月期の期末発行済株式数を使用しております。

 

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）

   該当事項はありません。

 

(2)会計処理の方法における簡便な方法の採用

   該当事項はありません。 

 

(3)最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

　該当事項はありません。

ディップ㈱　（2379）　平成 21 年２月期　第１四半期財務・業績の概況　

－ 4 －



５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

 
前第１四半期連結会計期間末

（平成19年５月31日）
当第１四半期連結会計期間末

（平成20年５月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

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  2,323,472   2,795,049   1,547,667  

２．受取手形及び
売掛金

 1,420,939   1,878,979   1,926,418  

３．繰延税金資産  354,560   226,017   163,128  

４．その他  170,861   336,925   182,115  

貸倒引当金  △14,163   △124,361   △74,017  

流動資産合計  4,255,670 69.9  5,112,609 70.2  3,745,313 65.2

Ⅱ．固定資産          

１．有形固定資産 ※  410,400   398,465   354,800  

２．無形固定資産          

(1) のれん 410,663   276,855   308,949   

(2) ソフトウェア 361,191   681,862   561,631   

(3) その他 89,554 861,409  186,090 1,144,808  151,847 1,022,427  

３．投資その他の
資産

         

(1) 敷金 484,497   546,622   536,283   

(2) その他 88,498   111,615   100,737   

貸倒引当金 △11,395 561,600  △33,902 624,335  △18,039 618,980  

　固定資産合計  1,833,409 30.1  2,167,609 29.8  1,996,208 34.8

資産合計  6,089,079 100.0  7,280,219 100.0  5,741,522 100.0
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前第１四半期連結会計期間末

（平成19年５月31日）
当第１四半期連結会計期間末

（平成20年５月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

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

 44,783   34,917   47,212  

２．短期借入金  1,600,000   1,600,000   ―  

３．未払金  287,155   343,269   272,395  

４．未払法人税等  32,707   145,880   376,471  

５．前受収益  601,089   768,174   910,901  

６．賞与引当金  206,073   264,160   140,878  

７．その他  214,805   320,659   264,774  

流動負債合計  2,986,615 49.1  3,477,061 47.8  2,012,635 35.1

Ⅱ．固定負債          

１．預り保証金  1,200   1,000   1,100  

固定負債合計  1,200 0.0  1,000 0.0  1,100 0.0

負債合計  2,987,815 49.1  3,478,061 47.8  2,013,735 35.1

          

（純資産の部）          

Ⅰ．株主資本          

１．資本金  1,080,900 17.7  1,080,900 14.8  1,080,900 18.8

２．資本剰余金  1,782,549 29.3  1,782,549 24.5  1,782,549 31.0

３．利益剰余金  223,861 3.7  939,168 12.9  864,797 15.1

４．自己株式  △460 △0.0  △460 △0.0  △460 △0.0

株主資本合計  3,086,850 50.7  3,802,157 52.2  3,727,787 64.9

Ⅱ．少数株主持分  14,413 0.2  ― ―  ― ―

純資産合計  3,101,264 50.9  3,802,157 52.2  3,727,787 64.9

負債純資産合計  6,089,079 100.0  7,280,219 100.0  5,741,522 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

 
前第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）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分 
注記
番号

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  1,566,058 100.0  3,185,716 100.0  9,374,361 100.0

Ⅱ．売上原価  114,504 7.3  160,236 5.0  548,327 5.8

売上総利益  1,451,553 92.7  3,025,479 95.0  8,826,033 94.2

Ⅲ．販売費及び一般管理
費

※１  2,091,633 133.6  2,753,785 86.5  8,114,242 86.6

営業利益又は営業
損失（△）

 △640,079 △40.9  271,693 8.5  711,791 7.6

Ⅳ．営業外収益          

　１．受取利息 153   667   2,187   

　２．事業税還付金 ―   713   ―   

　３．その他  563 716 0.0 935 2,316 0.1 24,419 26,607 0.3

Ⅴ．営業外費用　          

　１．支払利息  6,265   4,242   22,738   

２．自己株式取得手数
料

 ―   18,283   ―   

　３．その他 491 6,756 0.4 ― 22,526 0.7 4,421 27,159 0.3

経常利益又は経常
損失（△）

 △646,119 △41.3  251,483 7.9  711,238 7.6

Ⅵ．特別利益　          

　１．固定資産売却益 ※２ ―   ―   515   

　２．貸倒引当金戻入益  4,034 4,034 0.3 ― ― ― ― 515 0.0

Ⅶ．特別損失　          

　１．固定資産除却損 ※３ ―   ―   67,303   

　２．固定資産売却損 ※４ ―   ―   213   

　３．その他 ― ― ― ― ― ― 7,800 75,318 0.8

税金等調整前第１
四半期（当期）純
利益又は税金等調
整前第１四半期純
損失（△）

 △642,084 △41.0  251,483 7.9  636,436 6.8

法人税、住民税及
び事業税

16,356   141,787   433,746   

法人税等調整額 △249,056 △232,699 △14.9 △71,088 70,698 2.2 △35,647 398,099 4.2

少数株主利益又は
損失（△）

 △451 △0.0  ― ―  6,334 0.1

第１四半期（当
期）純利益又は第
１四半期純損失
（△）

 △408,933 △26.1  180,784 5.7  232,002 2.5
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第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   △106,414  △106,414  △106,414

第１四半期純損失   △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）

     △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

 

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年５月31日）

 

株主資本

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

第１四半期連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当   △106,414  △106,414 △106,414

第１四半期純利益   180,784  180,784 180,784

第１四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

― ― 74,370 ― 74,370 74,370

平成20年５月31日残高（千円） 1,080,900 1,782,549 939,168 △460 3,802,157 3,802,157

　

前連結会計年度（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）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

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期
連結会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分 
注記
番号

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
は税金等調整前第１四半期純損失（△）

△642,084 251,483 636,436

減価償却費 46,464 64,208 221,761

のれん償却額 32,340 32,093 129,116

貸倒引当金の増減額（△：減少） △4,242 66,207 62,255

賞与引当金の増加額 79,918 123,281 14,723

受取利息及び受取配当金 △153 △667 △2,187

支払利息 6,265 4,242 22,738

固定資産除却損  ― ― 67,303

固定資産売却損益 ― ― △302

売上債権の増減額（△：増加） 842,483 41,296 △139,576

仕入債務の減少額 △17,849 △12,295 △3,619

その他営業債権の増加額 △61,328 △110,924 △44,583

その他営業債務の増加額 45,929 59,602 43,176

その他 △181 △157,134 731,904

小計 327,560 361,395 1,739,147

利息及び配当金の受取額 153 667 2,187

利息の支払額 △5,536 △6,081 △21,436

法人税等の支払額 △184,693 △387,499 △260,473

その他 ― ― 8,020

営業活動によるキャッシュ・フロー 137,483 △31,517 1,467,445

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

関係会社株式取得による支出 ― ― △16,260

長期貸付金の回収による収入 ― 87 140

有形固定資産の取得による支出 △5,842 △142 △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 △87,535 △226,334 △480,296

敷金・保証金の払込みによる支出 △2,671 △10,667 △88,385

敷金・保証金の払戻しによる収入 775 328 34,703

その他 △581 △571 △2,028

投資活動によるキャッシュ・フロー △95,854 △237,300 △604,412

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） 600,000 1,600,000 △1,000,000

長期借入金の返済による支出 △15,818 ― △15,818

配当金の支払額 △106,414 △83,799 △103,622

財務活動によるキャッシュ・フロー 477,767 1,516,200 △1,119,440

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△：減少） 519,396 1,247,382 △256,408

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,804,075 1,547,667 1,804,075

Ⅵ　現金及び現金同等物の第１四半期末（期末）
残高

※ 2,323,472 2,795,049 1,547,667
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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19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（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

連結子会社の数　１社

ディップエージェント株式会社

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．連結子会社の四半期

決算日（決算日）等

に関する事項

　連結子会社の株式会社イー・エン

ジン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、同決

算日現在の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。
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項目
前第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）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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

　 　仕掛品…個別法による原価法

　　 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

 (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

　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

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

４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。

　この変更による当第１四半期連

結会計期間の営業損失、経常損失

及び税金等調整前第１四半期純損

失に与える影響は軽微であります。

工具器具及び備品

２～20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。

 ────── (追加情報）

　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３月31日

以前に取得した有形固定資産につ

いて、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得

価額の５％に到達した連結会計年

度の翌連結会計年度より、取得価

額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上しており

ます。

　これによる当第１四半期連結会

計期間の営業利益、経常利益及び

税金等調整前第１四半期純利益に

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

(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
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項目
前第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）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 (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

４．四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書

（連結キャッシュ・

フロー計算書）にお

ける資金の範囲 

　手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。 

　　　　　同左 　　　　　同左
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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19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（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

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。

────── （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。

 ―――――  ――――― （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。

ディップ㈱　（2379）　平成 21 年２月期　第１四半期財務・業績の概況　

－ 13 －



表示方法の変更

前第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）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

 （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。

──────

 （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。

──────
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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19年５月31日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年５月31日）

前連結会計年度末
（平成20年２月29日）

※　有形固定資産の減価償却累計額

212,487千円

※　有形固定資産の減価償却累計額

282,866千円

※　有形固定資産の減価償却累計額

266,325千円　

（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19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※１　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 630,829千円

広告宣伝費 472,109千円

地代家賃 154,891千円

賞与引当金繰入額 78,151千円

給与手当 830,578千円

広告宣伝費 689,521千円

賞与引当金繰入額 121,228千円

貸倒引当金繰入額 71,849千円

給与手当 2,592,197千円

広告宣伝費 1,798,905千円

賞与引当金繰入額 142,410千円

貸倒引当金繰入額 64,150千円

   

※２　　　　　　　――――― ※２　　　　　　　――――― ※２　固定資産売却益の内訳

　 　

  

　 　

  

機械装置及び車両運搬具 451千円

工具器具及び備品 64千円

 　　　計   515千円

   

※３　　　　　　　――――― ※３　　　　　　　――――― ※３　固定資産除却損の内訳

    建物及び構築物 5,250千円

工具器具及び備品 　11,043千円

ソフトウェア 51,009千円

 　　　計 67,303千円

   

※４　　　　　　　――――― ※４　　　　　　　――――― ※４　固定資産売却損の内訳

    工具器具及び備品 213千円
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

前第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．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。

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20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．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20年５月24日

定時株主総会
普通株式 106,414 800 平成20年２月29日 平成20年５月26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

（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19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※　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　

 （平成19年５月31日現在）

※　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

 （平成20年５月31日現在）

※　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 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 2,795,049千円

現金及び現金同等物 2,795,049千円

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
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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19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．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）

有形
固定資産

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）

第１四半
期末残高
相当額
（千円）

有形
固定資産

38,274 25,179 13,095

ソフト
ウェア

1,252 1,121 130

合計 39,526 26,301 13,225

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）

有形
固定資産

39,213 23,416 15,797

ソフト
ウェア

1,252 1,043 208

合計 40,466 24,459 16,006

(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 13,077千円

１年超 16,581千円

　合計 29,658千円

１年内 7,518千円

１年超 6,233千円

　合計 13,751千円

１年内 8,550千円

１年超    7,843千円

　合計 16,393千円

(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 4,861千円

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 2,524千円

減価償却費相当額 2,314千円

支払利息相当額 145千円

支払リース料  15,572千円

減価償却費相当額 14,733千円

支払利息相当額  598千円

(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19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20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20年２月29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。

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20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19年３月１日　至　平成20年２月29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。
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（ストック・オプション等関係）

前第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。

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年５月31日）

該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

　当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

決議年月日 平成15年８月22日 平成17年５月25日 平成17年５月25日

付与対象者の区分及

び人数

当社取締役　２名

当社従業員　11名

社外協力者　１名

当社取締役　５名

当社監査役　４名

当社従業員　59名

当社子会社取締役　１名

当社従業員　６名

株式の種類及び数

（注）
普通株式　1,000株 普通株式　1,254株 普通株式　220株

付与日 平成15年９月26日　 平成17年７月１日　 平成17年12月28日

権利確定条件

新株予約権発行時において、

当社または当社子会社の取締役

及び従業員であった者は、新株

予約権行使時においても当社、

当社子会社または当社の関係会

社の役員または従業員であるこ

とを要する。

ただし、任期満了による退任、

定年退職その他正当な理由のあ

る場合はこの限りでない。

　新株予約権は、発行時に割当

を受けた新株予約権者において、

これを行使することを要す

る。

　その他の権利行使の条件は新

株予約権付与契約により決定す

るものとする。

新株予約権者のうち、当社及

び当社子会社の取締役、監査役、

従業員については、当該新株予

約権の行使時おいて当社及び当

社子会社の取締役、監査役、従

業員の地位にあることを要す

る。

ただし、任期満了によりもしく

は法令変更に伴い退任した場合

または定年で退職した場合は、

なお、その後も権利を行使する

ことができる。

　その他権利行使の条件は、当

社と新株予約権者との間で締結

する契約に定めるところによる。

新株予約権者のうち、当社及

び当社子会社の取締役、監査役、

従業員については、当該新株予

約権の行使時おいて当社及び当

社子会社の取締役、監査役、従

業員の地位にあることを要す

る。

ただし、任期満了によりもしく

は法令変更に伴い退任した場合

または定年で退職した場合は、

なお、その後も権利を行使する

ことができる。

　その他権利行使の条件は、当

社と新株予約権者との間で締結

する契約に定めるところによる。

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはありま

せん。

対象勤務期間の定めはありま

せん。

対象勤務期間の定めはありま

せん。

新株予約権の行使期

間

自　平成17年８月23日

至　平成25年８月21日

自　平成19年５月26日

至　平成24年５月25日

自　平成19年５月26日

至　平成24年５月25日

権利行使価格（円）  20,000 304,000 204,488

付与日における公正

な評価単価（円） 
 － － － 

（注）株式数に換算して記載しております。

 　　　　　　 なお、平成15年８月22日決議分のストック・オプションにつきましては、平成15年10月22日付株式分割（１

株につき２株）及び平成16年10月20日付株式分割（１株につき５株）による分割後の株式数に換算して記

載しております。
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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）

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。

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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当第１四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20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）

売上高        

１．外部顧客に対する売上高 925,432 1,946,295 294,483 19,504 3,185,716 ― 3,185,716

２．セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― ― 147,202 147,202 △147,202 ―

計 925,432 1,946,295 294,483 166,707 3,332,918 △147,202 3,185,716

営業費用 537,790 1,065,943 527,434 135,840 2,267,008 647,013 2,914,022

営業利益又は営業損失（△） 387,641 880,351 △232,950 30,866 1,065,910 △794,216 271,693

　（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657,180千円であり、その主なもの

は当社の管理部門に係る費用であります。

 

前連結会計年度（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）

　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

　（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。
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【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。

　当第１四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20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19年３月１日　至　平成20年２月29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。

　当第１四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20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19年３月１日　至　平成20年２月29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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（１株当たり情報）

前第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）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（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 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

　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。

１株当たり純資産額 28,583円78銭

１株当たり第１四半期

純利益金額
1,359円10銭

潜在株式調整後１株当た

り第１四半期純利益金額
1,356円90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株当たり第１四半期（当期）純利益金額又は純損失金額（△）及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（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。

項目

前第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）

当第１四半期
連結会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり第１四半期（当期）

純利益金額
   

第１四半期（当期）純利益又

は純損失（△）（千円）
△408,933 180,784 232,002

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）

△408,933 180,784 232,002

期中平均株式数（株） 133,018 133,018 133,018

    

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） ― 216 252

（うち新株予約権） ― (216) (252)

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり第１四

半期（当期）純利益金額の算定

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

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

792株 

 平成17年12月28日発行

 第３回新株予約権

170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）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（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日開催の取締役会決

議に基づき、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

　　 該当事項はありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自己株式の取得及び自己株式の公開買付け）

 当社は、平成20年５月23日開催の取締役会に

おいて、会社法第165条第３項の規定により読

み替えて適用される同法第156条第１項及び当

社定款の規定に基づき、自己株式を取得するこ

とを決議し、併せてその具体的な取得方法とし

て自己株式の公開買付けを行うことを決議致し

ました。

１．自己株式の公開買付けの目的

 資本効率の向上と株主への一層の利益還元

のため、及び経営環境の変化などに対応して

機動的な資本政策の遂行を可能とすることを

目的として自己株式の取得を行うものであり、

その具体的な取得方法として自己株式の公開

買付けを行うものであります。

２．自己株式の公開買付けの概要

（1）買付け等の期間

平成20年５月26日（月）から平成20年６

月23日（月）まで（21営業日を含む29日

間）

（自己株式の取得の期間は、平成20年５月

26日から平成21年２月27日まで）
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前第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）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（2）買付け等の価格 １株につき56,200円

（3）買付け等の価格の算定根拠等

本公開買付けの買付価格の算定につきま

しては、上場会社の行う自己株式の取得が

金融商品取引所を通じた市場買付けによっ

て行われることが一般的であることを勘案

し、本公開買付けにおける買付価格の算定

につきましても、当社株式の市場価格を最

優先に検討いたしました。

この点、当社は、適正な時価を算定する

ためには、基準の明確性及び客観性を重視

し、可能な限り直近の株価を採用するべき

であると考えました。このような観点から

直近の株価及び市場取引の状況を検討した

結果、当社普通株式の適正な価格を反映し

ていないと判断すべき特殊性は認められな

いことから、本公開買付けを決議する取締

役会開催日（平成20年５月23日）の株式会

社東京証券取引所マザーズにおける当社普

通株式の最終価格（56,200円）を用いるこ

とが妥当との結論に達し、当該価格を本公

開買付けの買付価格とすることを決定いた

しました。

（4）買付け予定の株券等の数 　 33,255株

（5）買付け等に要する資金 1,926,455千円

（6）決済の開始日 平成20年６月27日（金）
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６．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

 
前第１四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成20年５月31日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成20年２月29日）

 区分
注記
番号

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 2,022,633   2,741,864   1,515,962   

２．売掛金 1,383,585   1,869,948   1,922,419   

３．たな卸資産 11,788   69,336   51,097   

４. 繰延税金資産 344,743   246,901   170,232   

５．その他  197,462   397,087   216,147   

貸倒引当金 △14,094   △184,361   △105,017   

流動資産合計   3,946,118 66.4  5,140,775 70.2  3,770,842 64.4

Ⅱ．固定資産          

１．有形固定資産 ※ 354,810   398,258   354,572   

２．無形固定資産          

(1) のれん ―   276,855   308,949   

(2) ソフトウエア 381,078   714,588   597,334   

(3）その他 68,105   185,882   151,633   

無形固定資産合計 449,183   1,177,327   1,057,917   

３．投資その他の資産          

(1) 関係会社株式 668,789   0   0   

(2) 敷金 484,497   546,622   536,283   

(3) その他 50,461   96,895   149,822   

 貸倒引当金 △11,395   △33,902   △18,039   

投資その他の資産
合計

1,192,352   609,615   668,065   

固定資産合計  1,996,346 33.6  2,185,201 29.8  2,080,556 35.6

資産合計  5,942,464 100.0  7,325,977 100.0  5,851,399 100.0
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前第１四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成20年５月31日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成20年２月29日）

 区分
注記
番号

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 33,263   34,917   47,212   

２．短期借入金 1,600,000   1,600,000   ―   

３．未払金 282,362   339,323   273,093   

４．未払法人税等 9,081   145,807   376,181   

５．前受収益 601,089   768,174   913,086   

６．賞与引当金 189,564   264,160   140,878   

７．その他  207,120   319,214   262,687   

流動負債合計  2,922,482 49.2  3,471,598 47.4  2,013,140 34.4

Ⅱ．固定負債          

１．預り保証金 1,200   1,000   1,100   

固定負債合計  1,200 0.0  1,000 0.0  1,100 0.0

負債合計  2,923,682 49.2  3,472,598 47.4  2,014,240 34.4

          

（純資産の部）          

Ⅰ．株主資本          

１．資本金  1,080,900 18.2  1,080,900 14.8  1,080,900 18.5

２．資本剰余金          

(1）資本準備金 1,503,498   ―   1,503,498   

(2）その他資本剰余
金

―   1,503,498   ―   

資本剰余金合計  1,503,498 25.3  1,503,498 20.5  1,503,498 25.7

３．利益剰余金          

　(1）利益準備金 ―   10,641   ―   

(2）その他利益剰余
金

         

繰越利益剰余金 434,843   1,258,798   1,253,219   

利益剰余金合計  434,843 7.3  1,269,440 17.3  1,253,219 21.4

４．自己株式  △460 △0.0  △460 △0.0  △460 △0.0

株主資本合計  3,018,781 50.8  3,853,379 52.6  3,837,158 65.6

純資産合計  3,018,781 50.8  3,853,379 52.6  3,837,158 65.6

負債純資産合計  5,942,464 100.0  7,325,977 100.0  5,851,399 100.0
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(2）四半期損益計算書

 
前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分 
注記
番号

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  1,452,394 100.0  3,168,620 100.0  9,008,689 100.0

Ⅱ．売上原価  128,221 8.8  168,032 5.3  604,174 6.7

売上総利益  1,324,173 91.2  3,000,588 94.7  8,404,514 93.3

Ⅲ．販売費及び一般管理
費　　　　

 1,950,546 134.3  2,709,196 85.5  7,651,748 84.9

営業利益又は営業
損失（△）

 △626,372 △43.1  291,391 9.2  752,766 8.4

Ⅳ．営業外収益 ※１  6,361 0.4  3,410 0.1  33,695 0.4

Ⅴ．営業外費用 ※２  6,338 0.4  22,526 0.7  23,330 0.3

経常利益又は経常
損失（△）

 △626,349 △43.1  272,276 8.6  763,131 8.5

Ⅵ．特別利益 ※３  3,569 0.2  ― ―  252,095 2.8

Ⅶ．特別損失 ※４  ― ―  29,000 0.9  326,759 3.7

税引前第１四半期
（当期）純利益又
は税引前第１四半
期純損失（△）

 △622,780 △42.9  243,276 7.7  688,467 7.6

法人税、住民税及
び事業税

3,619   141,705   367,905   

法人税等調整額 △249,343 △245,724 △16.9 △21,063 120,641 3.8 △120,757 247,148 2.7

第１四半期（当
期）純利益又は第
１四半期純損失
（△）

 △377,056 △26.0  122,635 3.9  441,319 4.9
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第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

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

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 3,502,253

第１四半期会計期間中の変動額         

剰余金の配当    △106,414 △106,414  △106,414 △106,414

第１四半期純損失    △377,056 △377,056  △377,056 △377,056

第１四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

― ― ― △483,471 △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 3,018,781

当第１四半期会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20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
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

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

第１四半期会計期間中の変動額          

剰余金の配当      △106,414 △106,414  △106,414

利益準備金の積立     10,641 △10,641 ―  ―

第１四半期純利益      122,635 122,635  122,635

資本準備金の取崩し  △1,503,498 1,503,498 ―   ―  ―

第１四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

― △1,503,498 1,503,498 ― 10,641 5,579 16,220 ― 16,220

平成20年５月31日残高（千円） 1,080,900 ― 1,503,498 1,503,498 10,641 1,258,798 1,269,440 △460 3,853,379

純資産合計

平成20年２月29日残高（千円） 3,837,158

第１四半期会計期間中の変動額  

剰余金の配当 △106,414

利益準備金の積立 ―

第１四半期純利益 122,635

資本準備金の取崩し ―

第１四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

16,220

平成20年５月31日残高（千円） 3,853,379
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

 

株主資本

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

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 3,502,253

事業年度中の変動額         

剰余金の配当    △106,414 △106,414  △106,414 △106,414

当期純利益    441,319 441,319  441,319 441,319

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

平成20年２月29日残高（千円） 1,080,900 1,503,498 1,503,498 1,253,219 1,253,219 △460 3,837,158 3,837,158
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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19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

              同左

(1）有価証券

子会社株式

              同左

(2）たな卸資産

貯蔵品

最終仕入原価法

(2）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　　　

(2）たな卸資産

仕掛品

　　　　　　　 同左

貯蔵品

　　　　　　 　同左

２．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

２～20年

(会計方針の変更）

当社は、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。

　この変更による当第１四半期会

計期間の営業損失、経常損失及び

税引前第１四半期純損失に与える

影響は軽微であります。

(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

４年

工具器具及び備品

２～20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

２～４年

工具器具及び備品

２～20年

(会計方針の変更）

当社は、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。

　この変更による当事業年度の営

業利益、経常利益及び税引前当期

純利益に与える影響は軽微であり

ます。　

 ────── (追加情報）

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３月31日

以前に取得した有形固定資産につ

いて、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得

価額の５％に到達した事業年度の

翌事業年度より、取得価格の５％

相当額と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。

　これによる当第１四半期会計期

間の営業利益、経常利益及び税引

前第１四半期純利益に与える影響

は軽微であります。

──────
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項　　　目
前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

(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

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。

のれんは、発生日以降５年間均

等償却しております。

(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

(3) 長期前払費用

              同左

３．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。

４．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

５．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

上、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

消費税等の会計処理は、税抜方

式を採用しております。
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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19年３月１日
  至　平成19年５月31日）

　当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日

　  至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日

　  至　平成20年２月29日）

 (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。

──────  (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、

当事業年度の売上高、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益は837,105千円減少してお

ります。

────── ──────  (企業結合に関する会計基準)

　当事業年度より、「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）

当第１四半期会計期間
                    （自　平成20年３月１日

  至　平成20年５月31日）

(四半期貸借対照表)

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。

──────
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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19年５月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成20年５月31日）

前事業年度末
（平成20年２月29日）

※　　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

    282,647千円

※　　有形固定資産の減価償却累計額

266,127千円

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 122千円

業務委託料 5,817千円

受取利息 626千円

事業税還付金 713千円

業務委託料 300千円

受取利息 2,575千円

業務委託料 20,204千円

保険配当金 4,250千円

※２　営業外費用の主要項目 ※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 4,242千円

自己株式取得手数料 18,283千円

支払利息 22,321千円

※３　　　　　───── ※３　　　　　───── ※３　特別利益の主要項目

　 　 抱合株式消滅差益 251,644千円

※４　　　　　───── ※４　　　　　───── ※４　特別損失の主要項目

関係会社株式評価損 159,999千円　

　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額 　５　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

有形固定資産 21,144千円

無形固定資産  78,107千円

有形固定資産 93,210千円

無形固定資産  144,808千円

（四半期株主資本等変動計算書関係）

　前第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）

普通株式 2 ― ― 2

合計 2 ― ― 2

　当第１四半期会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20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）

普通株式 2 ― ― 2

合計 2 ― ― 2

　前事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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）

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19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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）

有形
固定資産

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）

第１四半
期末残高
相当額
（千円）

有形
固定資産

38,274 25,179 13,095

ソフト
ウェア

1,252 1,121 130

合計 39,526 26,301 13,225

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）

有形
固定資産

39,213 23,416 15,797

ソフト
ウェア

1,252 1,043 208

合計 40,466 24,459 16,006

(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 7,464千円

１年超 7,185千円

合計 14,650千円

１年内 7,518千円

１年超 6,233千円

合計 13,751千円

１年内  8,550千円

１年超 7,843千円

合計  16,393千円

(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 3,330千円

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 2,524千円

減価償却費相当額 2,314千円

支払利息相当額  145千円

支払リース料  10,539千円

減価償却費相当額  10,101千円

支払利息相当額  171千円

(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。

当第１四半期会計期間末（平成20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20年２月29日）

子会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり情報につきましては、四半期連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
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（重要な後発事象）

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（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）

連結財務諸表の注記事項として記載している

ため、省略しております。　

（自己株式の取得及び自己株式の公開買付け）

連結財務諸表の注記事項として記載している

ため、省略しております。
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