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（百万円未満切捨て）

１．平成21年２月期第３四半期の連結業績（平成20年３月１日　～　平成20年11月30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３四半期 8,989 39.8 855 ― 842 ― 452 ―

20年２月期第３四半期 6,431 10.9 △218 ― △226 ― △251 ―

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３四半期 3,461 99 3,455 84

20年２月期第３四半期 △1,890 94 ― ―

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３四半期 7,478 3,330 44.5 29,173 50

20年２月期第３四半期 6,416 3,244 50.6 24,389 60

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３四半期 750 △780 1,051 2,568

20年２月期第３四半期 542 △358 480 2,468

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）

 （％表示は対前期増減率）

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

通期 11,700 24.8 1,000 40.5 1,000 40.6 550 137.1 4,817 84
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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11月30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３四半期 8,945 46.1 882 ― 871 ― 395 ―

20年２月期第３四半期 6,125 12.9 △196 ― △186 ― △139 ―

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３四半期 3,021 80

20年２月期第３四半期 △1,052 28

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３四半期 7,528 3,382 44.9 29,627 22

20年２月期第３四半期 6,346 3,255 51.3 24,476 89

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）

 （％表示は対前期増減率）

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

通期 11,600 28.8 1,070 42.1 1,070 40.2 550 24.6 4,817 84

※　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３四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大手金融機関

の経営破綻等、金融不安による世界経済の減速を背景として、景気の後退が一段と強くなってまいりました。

  これに伴い、国内の雇用情勢の悪化は急速に深刻の度合いが増しており、企業の雇用調整は非正規労働者だけでなく

正規労働者にも影響が及び始め、当社を取り巻く経営環境は大変厳しい状態となってまいりました。

  このような厳しい環境にもかかわらず、当社は「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、今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３四半期連結会計期間の売上高は89億89百万円（前年同期比39.8％増）、経常利益は８億42百万円（前

年同期経常損失２億26百万円）、第３四半期純利益は４億52百万円（前年同期純損失２億51百万円）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３四半期連結会計期間の売上高は25億86百万円（前年同期比51.2％増）、営業利益は９億84百万円（前

年同期比172.7％増）となりました。派遣会社を主な顧客とする同事業は、派遣会社の募集費の削減が相次ぐなかにあっ

て、当社媒体のコストパフォーマンスの高さにより顧客内シェアを上げ、順調に業績を伸ばしてまいりました。

　サイト面につきましては、ＰＣ版、モバイル版の機能強化を実施し、情報の質と量を充実させることでマッチング率

の向上を図るとともに、ＯＬ層に人気の高い無料雑誌「シティリビング」公式サイトとコンテンツを相互利用し、新た

なユーザー層の獲得施策を実施する等、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、当第３四半期連結会計期間末における契約社数は、1,179社（前年同期比6.0％増：前年同期末

1,112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３四半期連結会計期間の売上高は53億85百万円（前年同期比48.5％増）、営業利益は22億17百万円（前

年同期比111.8％増）となりました。求人企業、請負企業を主な顧客とする同事業は、景気後退に伴い求人意欲が低下す

るなか、当社媒体のコストパフォーマンスの高さにより顧客内・エリア内シェアを上げ、順調に業績を伸ばしてまいり

ました。

　サイト面につきましては、当第３四半期連結会計期間において、ＰＣ版、モバイル版のリニューアルを実施しトップ

ページ画面の変更や、検索軸の改善を行いユーザビリティを高め、ユーザーと掲載案件のマッチング率の向上を図って

まいりました。

　プロモーション活動につきましては、当第３四半期連結会計期間より人気女優の上戸彩さんをイメージキャラクター

として起用し、オリジナルキャラクター「バイトルズ」と共に、テレビコマーシャルや交通広告を積極的に実施いたし

ました。さらに、当第１四半期連結会計期間よりプロ野球球団「西武ライオンズ」とヘルメット広告のスポンサー契約

を継続して実施した他、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、当第３四半期連結会計期間における契約社数は、月間平均3,147社（前年同期比23.2％増：前年

同期月間平均2,554社）となりました。

(3)ジョブエンジン事業

　同事業の当第３四半期連結会計期間の売上高は９億70百万円（前年同期比3.6％減）、営業損失は３億74百万円（前年

同期営業損失２億44百万円）となりました。減益の主な要因は、広告宣伝費の増加等による販売費及び一般管理費の増

加であります。同事業においては、企業の中途採用における求人意欲が著しく低下するなかでも、現状を好機と捉えて

積極的な採用活動を行う中小企業等に対して、低コストで人材採用を実現する採用ホームページ構築運用システムサー

ビス『ＲＨＰ』（リクルーティングホームページ、以下『ＲＨＰ』）の積極的な販売に努めてまいりました。　

  サイト面につきましては、会員登録の手続きを容易にするテンプレートの導入や、会員獲得のためのリニューアル等

を実施いたしました。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、『ＲＨＰ』の利用顧客数

は当第３四半期連結会計期間末で1,447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１四半期連結会計

期間より実施し、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。
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　これらの活動により、当第３四半期連結会計期間末における契約社数は、1,575社（前年同期比104.3％増：前年同期

末771社）となりました。

(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同事業の当第３四半期連結会計期間の売上高は47

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３四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17億37百万円増加し、74億78百万円とな

りました。資産増加の主な要因は、運転資金の借入19億円に伴う現金及び預金の増加10億20百万円等によるものであり

ます。

 

　 当第３四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21億34百万円増加し、41億48百万円となり

ました。主な要因は、短期借入金９億円および長期借入金10億円の増加等によるものであります。

 

　当第３四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３億97百万円減少し、33億30百万円とな

りました。主な要因は、自己株式の取得７億43百万円が、利益剰余金の増加３億46百万円を上回ったことによるもので

あります。

 

(2)連結キャッシュ・フローの状況

　当第３四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10億20百万円増加の25億68百万円となりました。

　当第３四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、得られた資金は７億50百万円（前年同期比38.4％増）となりました。これは主に税金等調整前当期

純利益８億36百万円および減価償却費等の非資金項目６億30百万円が、法人税等の支払額５億71百万円を上回ったこと

によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、使用した資金は７億80百万円（前年同期比117.6％増）となりました。これは主に有形固定資産の取

得による支出２億71百万円および無形固定資産の取得による支出４億73百万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10億51百万円（前年同期比118.6％増）となりました。これは主に借入金の増加によ

る収入19億円が、自己株式の取得による支出７億43百万円を上回ったこと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

　景気後退及び、企業の求人意欲の低下などを考慮し、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21年２月期第３四半期末発行済株式数（自己株式控除後）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。
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５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

 
前第３四半期連結会計期間末

（平成19年11月30日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成20年11月30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  2,468,339   2,568,615   1,547,667  

２．受取手形及び売掛金  1,751,087   2,042,242   1,926,418  

３．たな卸資産  13,083   65,651   37,552  

４．繰延税金資産  191,343   299,151   163,128  

５．その他  190,392   310,914   144,563  

貸倒引当金  △68,868   △212,597   △74,017  

流動資産合計  4,545,377 70.8  5,073,977 67.8  3,745,313 65.2

Ⅱ．固定資産          

１．有形固定資産 ※  382,728   533,985   354,800  

２．無形固定資産          

(1) のれん 341,043   212,667   308,949   

(2) ソフトウェア 480,860   830,193   561,631   

(3) その他 129,742 951,646  189,230 1,232,092  151,847 1,022,427  

３．投資その他の資産          

(1) 敷金 458,808   569,667   536,283   

(2) その他 93,329   109,974   100,737   

貸倒引当金 △15,508 536,628  △40,883 638,759  △18,039 618,980  

　固定資産合計  1,871,003 29.2  2,404,836 32.2  1,996,208 34.8

資産合計  6,416,380 100.0  7,478,813 100.0  5,741,522 100.0
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前第３四半期連結会計期間末

（平成19年11月30日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成20年11月30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  35,835   46,653   47,212  

２．短期借入金  1,600,000   900,000   ―  

３．一年以内返済予定の長
期借入金

 ―   200,000   ―  

４．未払金  329,384   354,021   272,395  

５．未払法人税等  47,161   319,717   376,471  

６．前受収益  829,847   959,868   910,901  

７．賞与引当金  78,553   278,763   140,878  

８．その他  250,142   288,372   264,774  

流動負債合計  3,170,925 49.4  3,347,396 44.8  2,012,635 35.1

Ⅱ．固定負債          

１．長期借入金  ―   800,000   ―  

２．預り保証金  1,200   1,000   1,100  

固定負債合計  1,200 0.0  801,000 10.7  1,100 0.0

負債合計  3,172,125 49.4  4,148,396 55.5  2,013,735 35.1

          

（純資産の部）          

Ⅰ．株主資本          

１．資本金  1,080,900 16.9  1,080,900 14.5  1,080,900 18.8

２．資本剰余金  1,782,549 27.8  1,782,549 23.8  1,782,549 31.0

３．利益剰余金  381,266 5.9  1,211,185 16.2  864,797 15.1

４．自己株式  △460 △0.0  △744,217 △10.0  △460 △0.0

株主資本合計  3,244,255 50.6  3,330,417 44.5  3,727,787 64.9

純資産合計  3,244,255 50.6  3,330,417 44.5  3,727,787 64.9

負債純資産合計  6,416,380 100.0  7,478,813 100.0  5,741,522 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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  6,431,671 100.0  8,989,771 100.0  9,374,361 100.0

Ⅱ．売上原価  384,761 6.0  539,036 6.0  548,327 5.8

売上総利益  6,046,909 94.0  8,450,735 94.0  8,826,033 94.2

Ⅲ．販売費及び一般管理費 ※１  6,265,342 97.4  7,594,758 84.5  8,114,242 86.6

営業利益又は営業損失
（△）

 △218,433 △3.4  855,977 9.5  711,791 7.6

Ⅳ．営業外収益          

　１．受取利息 1,234   1,934   2,187   

　２．受取助成金 ―   660   ―   

　３．事業税還付金 ―   1,130   ―   

　４．保険配当金 4,250  5,420   4,250   

　５．その他  4,192 9,677 0.2 13,166 22,311 0.3 20,168 26,607 0.3

Ⅴ．営業外費用　          

　１．支払利息  16,874   13,383   22,738   

２．自己株式取得手数料  ―   22,227   ―   

　３．その他 940 17,815 0.3 ― 35,611 0.4 4,421 27,159 0.3

経常利益又は経常損失
（△）

 △226,570 △3.5  842,677 9.4  711,238 7.6

Ⅵ．特別利益　          

　１．固定資産売却益 ※２ 515 515 0.0 ― ― ― 515 515 0.0

Ⅶ．特別損失　          

　１．固定資産除却損 ※３ 12,825   2,456   67,303   

　２．固定資産売却損 ※４ 213   2,369   213   

　３．原状回復費用  4,800   ―   4,800   

　４．中途解約損害金  3,000 20,839 0.3 1,211 6,036 0.1 3,000 75,318 0.8

税金等調整前第３四半
期（当期）純利益又は
税金等調整前第３四半
期純損失（△）

 △246,894 △3.8  836,641 9.3  636,436 6.8

法人税、住民税及び事
業税

69,449   519,498   433,746   

法人税等調整額 △71,150 △1,700 △0.0 △135,659 383,838 4.3 △35,647 398,099 4.2

少数株主利益  6,334 0.1  ― ―  6,334 0.1

第３四半期（当期）純
利益又は第３四半期純
損失（△）

 △251,528 △3.9  452,802 5.0  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３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30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３四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３四半期純損失   △251,528  △251,528  △251,528

株主資本以外の項目の第３四半期
連結会計期間中の変動額（純額）

     △14,864 △14,864

第３四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

― ― △357,943 ― △357,943 △14,864 △372,808

平成19年11月30日残高（千円） 1,080,900 1,782,549 381,266 △460 3,244,255 ― 3,244,255

 

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30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３四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３四半期純利益   452,802  452,802 452,802

自己株式の取得    △743,757 △743,757 △743,757

第３四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

― ― 346,388 △743,757 △397,369 △397,369

平成20年11月30日残高（千円） 1,080,900 1,782,549 1,211,185 △744,217 3,330,417 3,330,417

　

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３四半期
連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期
連結会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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３四半期（当期）純利益又
は税金等調整前第３四半期純損失（△）

△246,894 836,641 636,436

減価償却費 156,335 234,885 221,761

のれん償却額 97,022 96,281 129,116

貸倒引当金の増加額 54,576 161,423 62,255

賞与引当金の増減額（△：減少） △47,602 137,884 14,723

受取利息及び受取配当金 △1,234 △1,934 △2,187

支払利息 16,874 13,383 22,738

固定資産除却損  12,825 2,456 67,303

固定資産売却損益 △302 2,369 △302

原状回復費用 4,800 ― 4,800

中途解約損害金 3,000 1,211 3,000

売上債権の増減額（△：増加） 52,533 △128,946 △139,576

仕入債務の減少額 △14,996 △558 △3,619

その他営業債権の増加額 △90,281 △137,697 △44,583

その他営業債務の増加額 109,161 96,886 43,176

その他 683,433 28,359 724,104

小計 789,251 1,342,646 1,739,147

利息及び配当金の受取額 1,238 1,934 2,187

利息の支払額 △17,332 △21,809 △21,436

原状回復費用の支払額 △4,800 ― △4,800

中途解約損害金の支払額 △3,000 △1,211 △3,000

法人税等の支払額 △223,332 △571,424 △260,473

その他 ― ― 15,821

営業活動によるキャッシュ・フロー 542,024 750,136 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 ― △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 △54,740 △271,559 △53,228

有形固定資産の売却による収入 943 21 943

無形固定資産の取得による支出 △310,009 △473,586 △480,296

敷金・保証金の払込みによる支出 △10,652 △35,613 △88,385

敷金・保証金の払戻しによる収入 34,445 2,229 34,703

その他 △2,307 △1,793 △2,028

投資活動によるキャッシュ・フロー △358,582 △780,215 △604,412
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前第３四半期
連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期
連結会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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）

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） 600,000 900,000 △1,000,000

長期借入による収入 ― 1,000,000 ―

長期借入金の返済による支出 △15,818 ― △15,818

自己株式の取得による支出 ― △743,757 ―

配当金の支払額 △103,360 △105,215 △103,622

財務活動によるキャッシュ・フロー 480,821 1,051,026 △1,119,440

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△：減少） 664,263 1,020,947 △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３四半期末（期末）
残高

※ 2,468,339 2,568,615 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３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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３四半期決算日は10月31日

であり、第３四半期連結決算日と異

なっております。第３四半期連結財

務諸表の作成においては、当該会社

の第３四半期会計期間に係わる財務

諸表を使用しております。ただし、

11月１日から第３四半期連結決算日

11月30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３四半期決算日は２月29日

であり、第３四半期連結決算日と異

なっております。第３四半期連結財

務諸表の作成においては、11月30日

に仮決算を行っております。

　連結子会社のディップエージェン

ト株式会社の第３四半期決算日は10

月31日であり、第３四半期連結決算

日と異なっております。第３四半期

連結財務諸表の作成においては、当

該会社の第３四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、11月１日から第３四半期連結決

算日11月30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３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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・・・最終仕入原価法に

基づく原価法

(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・・・個別法に基づく原

価法

貯蔵品・・・最終仕入原価法に

基づく原価法

(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

３～20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

４～５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３四半期連

結会計期間の営業損失、経常損失

及び税金等調整前第３四半期純損

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３四半期連結会

計期間の営業利益、経常利益及び

税金等調整前第３四半期純利益に

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３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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３四半期連

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３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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３四半期連結会計期間の売上高は667,511千

円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整

前第３四半期純損失は同額増加しております。

────── （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。
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表示方法の変更

前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

 （四半期連結貸借対照表）

　前第３四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３四半期連結会計期間から「のれん」として表

示しております。

　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、当第３四半期連

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３四半

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139,050千円であります。

 

 （四半期連結貸借対照表）

従来、流動資産の「その他」に含めて表示していた「たな卸資産」は、

金額的重要性が増したため、当第３四半期連結会計期間より区分掲記

することにいたしました。なお、前第３四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「たな卸資産」の金額は13,083

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３四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３四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３四半期連結会計期間末
（平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年11月30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

263,994千円

※　有形固定資産の減価償却累計額

342,347千円

※　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３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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 1,926,919千円 

広告宣伝費 1,491,273千円 

地代家賃 468,299千円 

賞与引当金繰入 75,876千円 

貸倒引当金繰入 56,000千円 

給与手当 2,476,154千円

広告宣伝費 1,793,378千円

地代家賃 550,403千円

賞与引当金繰入額 274,140千円

貸倒引当金繰入額 169,383千円

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

車両運搬具　 　451千円 

工具器具及び備品 64千円 

 　　　計 515千円 

　 　

  

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

建物及び構築物 5,296千円 

工具器具及び備品 　4,379千円 

ソフトウェア 3,150千円 

 　　　計 12,825千円 

建物及び構築物 2,074千円 

工具器具及び備品 　381千円 

 　　　計 2,456千円 

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

工具器具及び備品 213千円 建物及び構築物 327千円 

工具器具及び備品 2,041千円 

 　　　計 2,369千円 

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３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30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３四半期連結会計
期間増加株式数（株）

当第３四半期連結会計
期間減少株式数（株）

当第３四半期連結会計
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３四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３四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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当第３四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30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３四半期連結会計
期間増加株式数（株）

当第３四半期連結会計
期間減少株式数（株）

当第３四半期連結会計
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（注） 2 18,859 ― 18,861

合計 2 18,859 ― 18,861

（注）普通株式の自己株式の増加株式数は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。

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20年５月26日

(2) 基準日が当第３四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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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３四半期末残高と

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11月30日現在）

※　現金及び現金同等物の第３四半期末残高と

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11月30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 2,468,339千円

現金及び現金同等物 2,468,339千円

現金及び預金勘定 2,568,615千円

現金及び現金同等物 2,568,615千円

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３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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３四半期末残高相

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３四半期末残高相

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３四半
期末残高
相当額
（千円）

  有形
固定資産

39,213 20,714 18,498

ソフト
ウェア

1,252 939 313

合計 40,466 21,654 18,812

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

第３四半
期末残高
相当額
（千円）

  有形
固定資産

25,214 16,352 8,862

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３四半期末残高相当

額

(2）未経過リース料第３四半期末残高相当

額

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内      9,644千円

１年超     9,585千円

　合計  19,229千円

１年内 5,841千円

１年超 3,448千円

合計 9,290千円

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  12,440千円

減価償却費相当額  11,771千円

支払利息相当額   464千円

支払リース料 7,205千円

減価償却費相当額 6,677千円

支払利息相当額 370千円

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３四半期連結会計期間末（平成19年11月30日）

該当事項はありません。

当第３四半期連結会計期間末（平成20年11月30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３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30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３四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30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３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30日）

該当事項はありません。

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30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３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30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 1,710,092 3,626,928 1,006,701 87,948 6,431,671 ― 6,431,671

２．セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― 14,922 265,796 280,719 △280,719 ―

計 1,710,092 3,626,928 1,021,624 353,745 6,712,390 △280,719 6,431,671

営業費用 1,348,833 2,579,692 1,266,271 431,742 5,626,540 1,023,563 6,650,104

営業利益又は営業損失（△） 361,258 1,047,236 △244,647 △77,997 1,085,849 △1,304,282 △218,433

　（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、人材紹介事業等

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1,245,800千円であり、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３四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276,486千円減少、「バイトルドットコム」の営業利益が467,077千円

減少、「ジョブエンジン」の営業損失が88,310千円増加となっており、「消去又は全社」の営業損失は831,875

千円減少しております。

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３四半期連結会計期間の売上高は、「はたらこねっと」が185,034千円、「バイトルドットコム」が

422,130千円、「ジョブエンジン」が60,346千円減少し、営業利益（損失）が同額減少（増加）しております。
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当第３四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30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 2,586,344 5,385,392 970,586 47,448 8,989,771 ― 8,989,771

２．セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― ― 441,220 441,220 △441,220 ―

計 2,586,344 5,385,392 970,586 488,668 9,430,992 △441,220 8,989,771

営業費用 1,601,358 3,167,536 1,345,013 356,553 6,470,461 1,663,333 8,133,794

営業利益又は営業損失（△） 984,985 2,217,856 △374,427 132,115 2,960,530 △2,104,553 855,977

　（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1,689,122千円であり、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３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30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３四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30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３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30日）

    海外売上高がないため、該当事項はありません。

　当第３四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30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３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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 24,389円60銭

１株当たり第３四半期

純損失金額
1,890円94銭

　潜在株式調整後１株当たり第３四半

期純利益金額は、第３四半期純損失が

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 29,173円50銭

１株当たり第３四半期

純利益金額
3,461円99銭

潜在株式調整後１株当た

り第３四半期純利益金額
3,455円84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３四半期（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３四半期（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３四半期
連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期
連結会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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３四半期（当期）

純利益金額
   

第３四半期（当期）純利益又

は純損失（△）（千円）
△251,528 452,802 232,002

普通株主に帰属しない金額

（千円）
― ― ―

普通株式に係る第３四半期

（当期）純利益又は純損失

（△）（千円）

△251,528 452,802 232,002

期中平均株式数（株） 133,018 130,792 133,018

    

潜在株式調整後１株当たり第３

四半期（当期）純利益金額
   

第３四半期（当期）純利益調

整額（千円）
― ―　 ―

普通株式増加数（株） ― 233 252

（うち新株予約権）  （―） (233) (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３四

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

793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 

 

 

 

 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３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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）

（連結子会社との合併）

平成19年11月22日開催の臨時取締役会の決

議に基づき、当社は平成20年１月１日を合併

期日として、下記のとおり全額出資の連結子

会社である株式会社イー・エンジン及び株式

会社ブックデザインを吸収合併いたしました。

１．結合企業の名称及びその事業の内容、被

結合企業の名称及びその事業の内容、規模、

企業結合の法的形式、結合後企業の名称な

らびに取引の目的を含む取引の概要

（1）結合企業の名称及びその事業の内容

名称　　　  ディップ株式会社

事業の内容  インターネットによる求人

情報提供サービス

（2）被結合企業の名称及びその事業の内容、

規模

名称　　　　株式会社イー・エンジン

（2007年10月31日現在）

事業の内容　当社転職情報サイトの開発・

運営・保守

設立年月日　平成15年７月

本店所在地　東京都港区六本木一丁目６

番１号

代表者　　　代表取締役　石川　純一

資本金　　　    55百万円

事業年度の末日  １月31日

売上高       1,085百万円

当期純利益      56百万円

純資産額　 　  255百万円

総資産額       409百万円　

従業員数　　        13名

名称　　　　株式会社ブックデザイン

（2007年11月30日現在）

事業の内容　採用ホームページ制作、メ

ディア企画・開発　　　　

設立年月日　平成13年６月

本店所在地　東京都港区六本木一丁目６

番１号

代表者　　　代表取締役　刀根　幸二

資本金　　    　10百万円

事業年度の末日  ５月31日

売上高         210百万円

当期純利益      33百万円

純資産額　　   106百万円

総資産額       181百万円　

従業員数            25名

────── ──────
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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）

（2）買付け等の価格 １株につき56,200円
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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）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３四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年11月30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 2,156,645   2,530,815   1,515,962   

２．受取手形 ―   735   ―   

３．売掛金 1,722,705   2,039,327   1,922,419   

４．たな卸資産 11,934   65,651   51,097   

５．前払費用 161,660   294,777   140,808   

６. 繰延税金資産 169,530   332,932   170,232   

７．その他  86,319   140,982   75,339   

貸倒引当金 △68,868   △295,597   △105,017   

流動資産合計   4,239,927 66.8  5,109,625 67.9  3,770,842 64.4

Ⅱ．固定資産          

１．有形固定資産 ※１ 369,391   533,820   354,572   

２．無形固定資産          

(1) のれん ―   212,667   308,949   

(2) ソフトウエア 460,554   856,709   597,334   

(3）その他 96,652   189,035   151,633   

無形固定資産合計 557,206   1,258,412   1,057,917   

３．投資その他の資産          

(1) 関係会社株式 685,050   0   0   

(2) 敷金 458,808   569,667   536,283   

(3) その他 51,651   97,913   149,822   

 貸倒引当金 △15,508   △40,883   △18,039   

投資その他の資産合計 1,180,001   626,697   668,065   

固定資産合計  2,106,599 33.2  2,418,930 32.1  2,080,556 35.6

資産合計  6,346,527 100.0  7,528,556 100.0  5,851,399 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年11月30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 39,486   46,653   47,212   

２．短期借入金 1,600,000   900,000   ―   

３．一年以内返済予定の長
期借入金

―   200,000   ―   

４．未払金 319,166   352,355   273,093   

５．未払法人税等 ―   319,500   376,181   

６．前受収益 830,145   959,868   913,086   

７．賞与引当金 61,279   278,763   140,878   

８．その他 ※２ 239,382   288,202   262,687   

流動負債合計  3,089,460 48.7  3,345,342 44.5  2,013,140 34.4

Ⅱ．固定負債          

１．長期借入金 ―   800,000   ―   

２．預り保証金 1,200   1,000   1,100   

固定負債合計  1,200 0.0  801,000 10.6  1,100 0.0

負債合計  3,090,660 48.7  4,146,342 55.1  2,014,240 34.4

          

（純資産の部）          

Ⅰ．株主資本          

１．資本金  1,080,900 17.0  1,080,900 14.3  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 23.7  1,503,498 20.0  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 671,927   1,531,392   1,253,219   

利益剰余金合計  671,927 10.6  1,542,033 20.5  1,253,219 21.4

４．自己株式  △460 △0.0  △744,217 △9.9  △460 △0.0

株主資本合計  3,255,866 51.3  3,382,214 44.9  3,837,158 65.6

純資産合計 3,255,866 51.3  3,382,214 44.9  3,837,158 65.6

負債純資産合計 6,346,527 100.0  7,528,556 100.0  5,851,399 100.0

       

ディップ㈱　（2379）　平成 21 年２月期　第３四半期財務・業績の概況　

－ 31 －



(2）四半期損益計算書

 
前第３四半期会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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  6,125,092 100.0  8,945,831 100.0  9,008,689 100.0

Ⅱ．売上原価  441,722 7.2  561,391 6.3  604,174 6.7

売上総利益  5,683,370 92.8  8,384,439 93.7  8,404,514 93.3

Ⅲ．販売費及び一般管理費　　
　　

 5,880,216 96.0  7,502,040 83.9  7,651,748 84.9

営業利益又は営業損失
（△）

 △196,846 △3.2  882,399 9.8  752,766 8.4

Ⅳ．営業外収益 ※１  28,070 0.5  24,550 0.3  33,695 0.4

Ⅴ．営業外費用 ※２  17,397 0.3  35,611 0.4  23,330 0.3

経常利益又は経常損失
（△）

 △186,174 △3.0  871,338 9.7  763,131 8.5

Ⅵ．特別利益 ※３  451 0.0  ― ―  252,095 2.8

Ⅶ．特別損失 ※４  16,090 0.3  58,036 0.6  326,759 3.7

税引前第３四半期（当
期）純利益又は税引前第
３四半期純損失（△）

 △201,813 △3.3  813,301 9.1  688,467 7.6

法人税、住民税及び事業
税

9,432   519,263   367,905   

法人税等調整額 △71,273 △61,841 △1.0 △101,189 418,073 4.7 △120,757 247,148 2.7

第３四半期（当期）純利
益又は第３四半期純損失
（△）

 △139,972 △2.3  395,228 4.4  441,319 4.9
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第３四半期会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30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３四半期会計期間中の変動額        

剰余金の配当    △106,414 △106,414  △106,414

第３四半期純損失    △139,972 △139,972  △139,972

第３四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

― ― ― △246,386 △246,386 ― △246,386

平成19年11月30日残高（千円） 1,080,900 1,503,498 1,503,498 671,927 671,927 △460 3,255,866

 純資産合計

平成19年２月28日残高（千円） 3,502,253

第３四半期会計期間中の変動額  

剰余金の配当 △106,414

第３四半期純損失 △139,972

第３四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

△246,386

平成19年11月30日残高（千円） 3,255,866
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当第３四半期会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30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３四半期会計期間中の変動額          

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

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

利益処分による利益準備金
積立

    10,641 △10,641 ―  ―

第３四半期純利益      395,228 395,228  395,228

自己株式の取得        △743,757 △743,757

第３四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

― △1,503,498 1,503,498 ― 10,641 278,172 288,813 △743,757 △454,944

平成20年11月30日残高（千円） 1,080,900 ― 1,503,498 1,503,498 10,641 1,531,392 1,542,033 △744,217 3,382,214

純資産合計

平成20年２月29日残高（千円） 3,837,158

第３四半期会計期間中の変動額  

資本準備金の取崩 ―

剰余金の配当 △106,414

利益処分による利益準備金
積立

―

第３四半期純利益 395,228

自己株式の取得 △743,757

第３四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

△454,944

平成20年11月30日残高（千円） 3,382,214

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３四半期会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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・・・最終仕入原価法に

基づく原価法

(2）たな卸資産

仕掛品・・・個別法に基づく原

価法

貯蔵品・・・最終仕入原価法に

基づく原価法

(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３四半期会

計期間の営業損失、経常損失及び

税引前第３四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

構築物

20年

車両及び運搬具

４～５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３四半期会計期

間の営業利益、経常利益及び税引

前第３四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３四半期会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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３四半期会

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

 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
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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３四半期会計期間
 (自　平成19年３月１日
  至　平成19年11月30日）

　当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日

　  至　平成20年11月30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３四半期会計期間の売上高は667,511千円

減少し、営業損失、経常損失及び税引前第３

四半期純損失は同額増加しております。

──────  (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３四半期会計期間
                    （自　平成19年３月１日

  至　平成19年11月30日）

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

  至　平成20年11月30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、

負債及び純資産の合計額の100分の５を超過したため、当第３四半期

会計期間より区分掲記することにいたしました。なお、前第３四半期

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139,050千円であります。

──────
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注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年11月30日）

前事業年度末
（平成20年２月29日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

254,499千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

    342,085千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

266,127千円

※２．消費税等の取扱い

　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。

※２．消費税等の取扱い

同左

※２　　　　　─────

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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   1,389千円

業務委託料      17,407千円

保険配当金      4,250千円

受取利息 1,855千円

業務委託料 1,102千円

保険配当金      5,420千円

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   16,457千円 支払利息 13,383千円

自己株式取得手数料 22,227千円

支払利息 22,321千円

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

固定資産売却益    451千円 固定資産売却益    451千円

抱合株式消滅差益 251,644千円

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

固定資産除却損    11,290千円 固定資産除却損    2,456千円

固定資産売却損    2,369千円

貸倒引当金繰入額    52,000千円

固定資産除却損 65,534千円　

関係会社株式評価損　 159,999千円　

貸倒引当金繰入額　　 31,000千円　

抱合株式消滅差損　 65,424千円　

　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       68,610千円

無形固定資産       83,795千円

有形固定資産 91,302千円

無形固定資産 248,690千円

有形固定資産 93,210千円

無形固定資産  144,808千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

　前第３四半期会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30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３四半期会計期
間増加株式数（株）

当第３四半期会計期
間減少株式数（株）

当第３四半期会計期
間末株式数（株）

普通株式 2 ― ― 2

合計 2 ― ― 2

　当第３四半期会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30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３四半期会計期
間増加株式数（株）

当第３四半期会計期
間減少株式数（株）

当第３四半期会計期
間末株式数（株）

普通株式 (注) 2 18,859 ― 18,861

合計 2 18,859 ― 18,861

（注）普通株式の自己株式の増加株式数は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。

 

　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３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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３四半期末残高相

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３四半期末残高相

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３四半
期末残高
相当額
（千円）

有形
固定資産

19,571 10,054 9,516

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

第３四半
期末残高
相当額
（千円）

有形
固定資産

25,214 16,352 8,862

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３四半期末残高相当

額

(2）未経過リース料第３四半期末残高相当

額

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 4,651千円

１年超  4,922千円

合計  9,574千円

１年内 5,841千円

１年超 3,448千円

合計 9,290千円

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  8,453千円

減価償却費相当額   8,109千円

支払利息相当額    95千円

支払リース料 7,205千円

減価償却費相当額 6,677千円

支払利息相当額 370千円

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３四半期会計期間末（平成19年11月30日）

子会社株式で時価のあるものはありません。

当第３四半期会計期間末（平成20年11月30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３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（連結子会社との合併）

四半期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。

――――――――― ―――――――――

――――――――― ――――――――― （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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