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1.  平成22年2月期第1四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年5月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年2月期第1四半期 2,167 △31.6 131 △55.0 133 △51.0 70 △42.2

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

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年2月期第1四半期 621.23 620.94
21年2月期第1四半期 921.94 920.45

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

22年2月期第1四半期 6,962 3,347 48.1 29,326.25
21年2月期 7,996 3,368 42.1 29,505.02

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  3,347百万円 21年2月期  3,368百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
22年2月期 0.00

22年2月期 
（予想）

― ― 800.00 800.00

3.  平成22年2月期の業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期 
累計期間

4,700 △21.7 △300 ― △300 ― △250 ― △2,189.93

通期 10,000 △12.6 300 △77.4 300 △77.2 50 △86.8 437.99
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
詳細につきましては、４ページ 「【定性的情報・財務諸表等】４．その他 (１)簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」を
ご覧ください。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

詳細につきましては、５ページ 「【定性的情報・財務諸表等】４．その他 （２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」
をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第1四半期 123,590株 21年2月期  133,020株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  9,431株 21年2月期  18,861株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第1四半期 114,159株 21年2月期第1四半期 133,018株

※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、４ページ 「【定性的情報・財務諸表等】 ３．業績予想に関する定性的情報」 をご覧ください。 
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   当第１四半期会計期間におけるわが国の経済情勢は、世界的な金融危機による不況の影響により、企業収益の悪 

 化や、個人消費の低迷等が継続しており、厳しい景況感の中で推移いたしました。 

   これに伴い、国内の雇用情勢は５月の有効求人倍率が過去最低を更新する等さらに厳しさを増しており、企業の 

 採用抑制等の影響により当社を取り巻く経営環境は大変厳しい状態が続いております。 

     このような経営環境の中、当社は「営業力」「商品力」及び「組織力」の強化に注力すると共に、求人情報提供 

   サービスにおける当社媒体のコストパフォーマンスの高さにより、市場における顧客内、エリア内シェアを上げる 

   ことに努めてまいりましたが、雇用情勢悪化の影響を受け、売上高は減少いたしました。 

     しかしながら、厳しさを増す経営環境を想定し当第１四半期会計期間より経費の効果的使用を徹底し、売上高の 

   減少に耐えうる事業基盤を強化すると共に、収益化を実現すべく様々な施策を実施してまいりました。 

    その結果、当第１四半期会計期間の売上高は21億67百万円、経常利益は１億33百万円、四半期純利益は70百万円 

   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。 

  

   

  

（ご参考）前事業年度事業部門別の状況  

   （注）第12期第１四半期における事業部門別経営成績数値は連結経営成績数値を引用しております。  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

  

第13期 第１四半期会計期間 

（自 平成21年３月１日 

    至 平成21年５月31日） 

売上高 （千円） 構成比 （％）  

はたらこねっと 523,132 24.1 

バイトルドットコム 1,386,587 64.0 

ジョブエンジン 258,181 11.9 

  

第12期第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） 

売上高 （千円） 構成比 （％） 

はたらこねっと 925,432 29.1 

バイトルドットコム 1,946,295 61.1 

ジョブエンジン 294,483 9.2 

その他 19,504 0.6 
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  (１) 資産、負債及び純資産の状況 

   当第１四半期会計期間末における資産は、前事業年度末と比較し10億34万円減少し、69億62百万円となりまし

 た。資産減少の主な要因は、現金及び預金および売掛金の減少等によるものであります。 

  

   負債につきましては、前事業年度末と比較し10億13百万円減少し、36億14百万円となりました。主な要因は、

 前受収益及び長期借入金の減少等によるものであります。 

  

   純資産につきましては、前事業年度末と比較し、20百万円減少の33億47百万円となりました。主な要因は、自

 己株式の消却に伴う資本剰余金の減少等によるものであります。 

  

     (２) キャッシュ・フローの状況  

      当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は27億46百万円となりました。

      各キャッシュ・フローの状況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２億61百万円となりました。これは主に法人税等の支払額３億81百万円が、

     税引前四半期純利益１億33百万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１億１百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出９百

 万円及び無形固定資産の取得による支出88百万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、使用した資金は２億45百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出１億74

 百万円及び配当金の支払額70百万円によるものであります。 

  

  

  第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、引き続き当社を取り巻く経営環境が大変厳しい状況で 

 推移することが想定されるため、平成21年４月15日に公表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想に 

 変更はありません。 

  

  

         ① 簡便な会計処理  

    一部の項目について簡便な会計処理を適用しておりますが、重要なものはありません。 

  

         ② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

            該当事項はありません。  

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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 ① 四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

     当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会  平成19年３月14日  企業会

    計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会  平成19年３月

    14日  企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期

    財務諸表を作成しております。 

   

 ② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

    「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会  平成18年７月５日公表分  企業会計基準第

    ９号）当第１四半期会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿

    価切下げの方法）に変更しております。なお、これによる損益に与える影響はありません。   

  

 ③ リース取引に関する会計基準等の適用 

    「リース取引に関する会計基準」（企業会計審議会第一部会  平成５年６月17日  企業会計基準第13号、

    平成19年３月30日改正）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（日本公認会計士協会  会計制度

    委員会  平成６年１月18日  企業会計基準適用指針第16号、平成19年３月30日改正）を当第１四半期会計期

    間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

    準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 

      なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引続き採用しております。これによる損益に与える影響はありませ

    ん。   

   

    （３）関係会社の異動 

           連結子会社でありましたディップエージェント株式会社は、平成21年３月１日付けで全事業を当社に譲渡 

          し、同年３月16日に同社を解散したため、当第１四半期会計期間においては連結しておりません。 

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,746,244 3,355,131

受取手形及び売掛金 1,530,104 1,914,868

仕掛品 32,131 39,971

その他 613,202 676,709

貸倒引当金 △202,385 △216,967

流動資産合計 4,719,298 5,769,713

固定資産   

有形固定資産 504,539 529,737

無形固定資産 1,023,743 984,556

投資その他の資産   

その他 770,389 754,544

貸倒引当金 △55,496 △41,999

投資その他の資産合計 714,893 712,544

固定資産合計 2,243,176 2,226,838

資産合計 6,962,474 7,996,552

負債の部   

流動負債   

買掛金 40,062 39,950

1年内返済予定の長期借入金 498,800 498,800

前受収益 749,979 1,007,004

賞与引当金 141,134 132,236

その他 406,943 997,898

流動負債合計 1,836,919 2,675,889

固定負債   

長期借入金 1,776,700 1,951,400

その他 1,000 1,000

固定負債合計 1,777,700 1,952,400

負債合計 3,614,619 4,628,289

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,080,900 1,080,900

資本剰余金 1,131,409 1,503,498

利益剰余金 1,507,674 1,528,082

自己株式 △372,128 △744,217

株主資本合計 3,347,855 3,368,263

純資産合計 3,347,855 3,368,263

負債純資産合計 6,962,474 7,996,552
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年５月31日) 

売上高 2,167,900

売上原価 187,723

売上総利益 1,980,177

販売費及び一般管理費 1,848,968

営業利益 131,208

営業外収益  

受取利息 193

子会社清算益 4,891

その他 4,414

営業外収益合計 9,500

営業外費用  

支払利息 7,214

営業外費用合計 7,214

経常利益 133,494

税引前四半期純利益 133,494

法人税、住民税及び事業税 65,657

法人税等調整額 △3,081

法人税等合計 62,575

四半期純利益 70,919

－7－

ディップ㈱　（2379）　平成22年２月期　第１四半期決算短信



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 133,494

減価償却費 75,135

のれん償却額 18,134

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,084

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,898

受取利息及び受取配当金 △193

支払利息 7,214

子会社清算益 △4,891

売上債権の増減額（△は増加） 373,801

仕入債務の増減額（△は減少） 111

その他の資産の増減額（△は増加） 71,813

その他の負債の増減額（△は減少） △305,484

その他 △247,682

小計 129,266

利息及び配当金の受取額 193

利息の支払額 △10,300

法人税等の支払額 △381,157

営業活動によるキャッシュ・フロー △261,997

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △9,785

無形固定資産の取得による支出 △88,995

敷金及び保証金の差入による支出 △3,076

敷金及び保証金の回収による収入 1,319

その他 △977

投資活動によるキャッシュ・フロー △101,515

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △174,700

配当金の支払額 △70,674

財務活動によるキャッシュ・フロー △245,374

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △608,886

現金及び現金同等物の期首残高 3,355,131

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,746,244
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 該当事項はありません。 

  

  

  自己株式の消却 

        平成21年４月15日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを 

      決議し、次のとおり自己株式を消却いたしました。これにより資本剰余金が372,089千円減少しております。 

   

         ① 消却した株式の種類    当社普通株式 

         ② 消却した株式の数     9,430株   

         ③ 消却実施日        平成21年４月30日 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第１四半期累計期間（平成20年３月１日～５月31日） 

科目 

前年同四半期
（平成21年２月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  3,168,620

Ⅱ 売上原価  168,032

売上総利益  3,000,588

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,709,196

営業利益  291,391

Ⅳ 営業外収益  3,410

Ⅴ 営業外費用  22,526

経常利益  272,276

Ⅵ 特別利益 －

Ⅶ 特別損失  29,000

税引前四半期純利益  243,276

法人税等  120,641

四半期純利益  122,635
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前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～５月31日） 

前第１四半期においては、個別キャッシュ・フロー計算書は作成していないため、参考資料として（要約） 

四半期連結キャッシュ・フロー計算書を記載しております。  

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成21年２月期 
第１四半期） 

区分 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１四半期純利益  251,483

  減価償却費     64,208

  のれん償却額      32,093

  貸倒引当金の増加額  66,207

  賞与引当金の増加額   123,281

  受取利息及び受取配当金 △667

  支払利息  4,242

  売上債権の減少額  41,296

  仕入債務の減少額 △12,295

  その他の資産の増加額 △110,924

  その他の負債の増加額  59,602

  その他 △157,134

小計  361,395

  利息及び配当金の受取額  667

  利息の支払額 △6,081

  法人税等の支払額 △387,499

営業活動によるキャッシュ・フロー △31,517

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

  長期貸付金の回収による収入  87

  有形固定資産の取得による支出 △142

  無形固定資産の取得による支出 △226,334

  敷金・保証金の差入による支出 △10,667

  敷金・保証金の払戻しによる収入  328

  その他 △571

投資活動によるキャッシュ・フロー △237,300

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

  短期借入金の純増加額  1,600,000

  配当金の支払額 △83,799

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,516,200

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  1,247,382

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,547,667

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末残高  2,795,049
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   該当する事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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