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1.  平成22年2月期第2四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年8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2四半期 4,064 △32.3 142 △69.5 149 △66.2 61 △68.6

21年2月期第2四半期 6,000 65.9 467 ― 442 ― 195 ―

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2四半期 537.81 537.48
21年2月期第2四半期 1,482.24 1,479.59

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2四半期 6,579 3,338 50.7 29,242.82
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2四半期  3,338百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 8,500 △25.7 300 △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、５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2四半期 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2四半期  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2四半期 114,159株 21年2月期第2四半期 132,087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、実施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２四半期累計期間におけるわが国の経済情勢は、輸出や生産など一部に回復の兆しは見えるものの、昨秋以降

の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、依然として厳

しい状況で推移いたしました。 

 国内の雇用情勢につきましては、有効求人倍率・完全失業率ともに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況が続いております。 

 このような経営環境の中、当社は主力事業であるアルバイト・パート領域へ経営資源を集中し、未進出エリアへの

展開や求人意欲の最も高い医療領域への進出等新たな施策も実施してまいりましたが、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、求人広告市場全体の縮小と比較し、低い減収率に留めることにより、市

場内シェアを確実に伸ばしてまいりました。 

 一方、厳しさを増す経営環境を想定し第１四半期会計期間より大幅な経費削減策を実施し、売上高の減少に耐えう

る事業基盤を強化するとともに、収益化を実現すべく様々な施策を推進してまいりました。 

 その結果、当第２四半期累計期間の売上高は40億64百万円、経常利益は１億49百万円、四半期純利益は61百万円と

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）前中間会計期間事業部門別の状況 

 （注）第12期中間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２四半期累計期間 

（自 平成21年３月１日 

  至 平成21年８月31日） 

 売上高 （千円） 構成比 （％） 

 はたらこねっと          912,091             22.5

 バイトルドットコム         2,675,460             65.8 

 ジョブエンジン          476,343             11.7 

 その他            600              0.0 

  

第12期 中間会計期間 

（自 平成20年３月１日 

  至 平成20年８月31日） 

売上高 （千円） 構成比 （％） 

 はたらこねっと          1,742,884            28.9 

 バイトルドットコム          3,640,143            60.3 

 ジョブエンジン            615,011            10.2 

 その他             38,624             0.6 
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（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比較し14億16百万円減少し、65億79百万円となり 

ました。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13億87百万円減少し、32億41百万円となりました。主な要因は、

   前受収益およ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、29百万円減少の33億38百万円となりました。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２四半期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）は前事業年度末と比較し、７億 

83百万円減少の25億71百万円となりました。なお、前事業年度は、連結キャッシュ・フロー計算書のみを作成し 

ているため、前年同期との比較分析は行っておりません。 

 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２億43百万円となりました。これは主に法人税等の支払額３億86百万円が 

  税引前四半期純利益１億47百万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１億92百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出17 

  百万円および無形固定資産の取得による支出１億75百万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３億47百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出２億 

        57百万円および配当金の支払による支出89百万円によるものであります。 

  

 通期業績予想につきましては、有効求人倍率・完全失業率等の雇用指標が過去最低を記録する等、国内の雇用情

勢は一層の悪化が懸念され、当社を取り巻く経営環境は引き続き厳しい環境で推移することが予想されるため、売

上高において期初の発表予想を修正いたします。なお、営業利益、経常利益、当期純利益につきましては期初予想

に変更はございません。 

 詳細につきましては10月７日付け公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

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
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         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。  

  

 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）を第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、第１四半期会計期間より連結しておりません。 

  

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

（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２四半期会計期間末 
(平成21年８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 2,571,422 3,355,131

受取手形及び売掛金 1,416,019 1,914,868

仕掛品 25,890 39,971

その他 552,945 676,709

貸倒引当金 △210,302 △216,967

流動資産合計 4,355,975 5,769,713

固定資産   

有形固定資産 477,850 529,737

無形固定資産   

ソフトウエア 789,323 635,459

その他 273,796 349,096

無形固定資産合計 1,063,119 984,556

投資その他の資産   

その他 744,208 754,544

貸倒引当金 △61,538 △41,999

投資その他の資産合計 682,669 712,544

固定資産合計 2,223,639 2,226,838

資産合計 6,579,615 7,996,552

負債の部   

流動負債   

買掛金 67,756 39,950

1年内返済予定の長期借入金 490,500 498,800

前受収益 648,512 1,007,004

その他 331,615 1,130,134

流動負債合計 1,538,384 2,675,889

固定負債   

長期借入金 1,702,000 1,951,400

その他 900 1,000

固定負債合計 1,702,900 1,952,400

負債合計 3,241,284 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 1,498,150 1,528,082

自己株式 △372,128 △744,217

株主資本合計 3,338,331 3,368,263

純資産合計 3,338,331 3,368,263

負債純資産合計 6,579,615 7,996,552
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年８月31日) 

売上高 4,064,494

売上原価 390,216

売上総利益 3,674,278

販売費及び一般管理費 3,531,876

営業利益 142,401

営業外収益  

受取利息 586

子会社清算益 4,891

その他 15,139

営業外収益合計 20,618

営業外費用  

支払利息 13,420

その他 82

営業外費用合計 13,503

経常利益 149,516

特別損失  

固定資産除却損 1,925

特別損失合計 1,925

税引前四半期純利益 147,591

法人税、住民税及び事業税 71,369

法人税等調整額 14,825

法人税等合計 86,195

四半期純利益 61,395
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年６月１日 

 至 平成21年８月31日) 

売上高 1,896,593

売上原価 202,492

売上総利益 1,694,100

販売費及び一般管理費 1,682,908

営業利益 11,192

営業外収益  

受取利息 392

その他 10,725

営業外収益合計 11,117

営業外費用  

支払利息 6,206

その他 82

営業外費用合計 6,288

経常利益 16,022

特別損失  

固定資産除却損 1,925

特別損失合計 1,925

税引前四半期純利益 14,096

法人税、住民税及び事業税 5,712

法人税等調整額 17,907

法人税等合計 23,620

四半期純損失（△） △9,523
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年８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 147,591

減価償却費 153,286

のれん償却額 36,269

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,873

賞与引当金の増減額（△は減少） △132,236

受取利息及び受取配当金 △586

支払利息 13,420

子会社清算益 △4,891

固定資産除却損 1,925

売上債権の増減額（△は増加） 481,844

仕入債務の増減額（△は減少） 27,806

前受収益の増減額（△は減少） △358,491

その他の資産の増減額（△は増加） 133,982

その他の負債の増減額（△は減少） △376,453

その他 14,783

小計 151,122

利息及び配当金の受取額 586

子会社清算配当金の受取額 4,891

利息の支払額 △13,257

法人税等の支払額 △386,869

営業活動によるキャッシュ・フロー △243,526

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 △17,970

無形固定資産の取得による支出 △175,098

敷金及び保証金の差入による支出 △3,086

敷金及び保証金の回収による収入 5,555

その他 △1,900

投資活動によるキャッシュ・フロー △192,500

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 △257,700

配当金の支払額 △89,982

財務活動によるキャッシュ・フロー △347,682

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △783,709

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 2,571,422
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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）中間損益計算書 

前中間会計期間（平成20年３月１日～平成20年８月31日） 

  

  
前中間会計期間

（自 平成20年３月１日 
  至 平成20年８月31日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高             6,000,946  100.0

Ⅱ 売上原価        367,968  6.1

売上総利益        5,632,978  93.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費        5,165,744  86.1

営業利益        467,233  7.8

Ⅳ 営業外収益        6,244  0.1

Ⅴ 営業外費用        30,872  0.5

経常利益        442,606  7.4

Ⅵ 特別損失        41,527  0.7

税引前中間純利益        401,078  6.7

法人税、住民税及び事業
税  220,906            

法人税等調整額 △15,613  205,292  3.4

中間純利益        195,785  3.3
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前中間連結会計期間（平成20年３月１日～平成20年８月31日） 

前中間期においては、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 

中間連結キャッシュ・フロー計算書を記載しております。  

  

（２）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年３月１日 
   至 平成20年８月31日）

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

  税金等調整前中間純利益  417,424

  減価償却費     141,311

  のれん償却額      64,187

  貸倒引当金の増加額  76,701

  賞与引当金の増加額   51,979

  受取利息及び受取配当金  △1,475

  支払利息  8,918

 固定資産除却損  2,456

 中途解約損害金  1,071

  売上債権の増加額 △22,315

  仕入債務の増加額  7,654

  その他営業債権の増加額 △153,118

  その他営業債務の増加額  117,891

  その他  33,589

小計  746,278

  利息及び配当金の受取額  1,475

  利息の支払額 △10,358

 中途解約損害金の支払額 △1,071

  法人税等の支払額 △400,559

営業活動によるキャッシュ・フロー  335,764

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 △108,862

  無形固定資産の取得による支出 △362,144

  敷金・保証金の払込みによる支出 △22,419

  敷金・保証金の払戻しによる収入  925

  その他 △1,221

投資活動によるキャッシュ・フロー △493,635

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

 自己株式の取得による支出 △152,405

  配当金の支払額 △104,932

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,342,662

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  1,184,791

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中間期末残高  2,732,459
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  （重要な後発事象） 

  当社は平成21年９月18日開催の取締役会において、下記のとおりシンジケーション方式のコミットメントライン

  契約の締結を決議し、平成21年９月25日に契約を締結いたしました。 

  （１）目的 

    今後当社が長期的に競争力を維持していくため、事業運転資金を確保し、財務基盤の安定化を図ることを目的と

  しております。 

 （２）内容及び使途 

    ① 契約金額 3,000,000千円 

    ② 使    途  運転資金 

    ③ 利  率 全国銀行協会TIBOR+0.75％ 

    ④ 契 約 日 平成21年９月25日 

    ⑤ 発 効 日 平成21年９月25日 

    ⑥ コミットメント期間 発効日から２年後の応当日 

    ⑦ 返済方法 満期日に一括返済 

    ⑧ 担保及び保証 該当なし 

    ⑨ 財務制限条項  

          （i） 各年度の決算期の末日における純資産額が、当該決算期の直前の決算期の末日または2009年２月に

        終了する決算期の末日における純資産額のいずれか大きい方の75％以上を維持すること。 

          （ii）２期連続して経常損失を計上しないこと 

       ⑩ アレンジャー兼エージェント 株式会社三菱東京UFJ銀行 

    ⑪ ジョイントアレンジャー   株式会社三井住友銀行 

    ⑫ コ・アレンジャー      株式会社りそな銀行 

    ⑬ 貸付人           株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行 

                   株式会社千葉銀行、株式会社横浜銀行  

    

６．その他の情報
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