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1.  平成24年9月期第3四半期の業績（平成23年10月1日～平成24年6月30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 ％

24年9月期第3四半期 2,883 45.8 224 253.3 226 233.8 223 372.2
23年9月期第3四半期 1,977 59.7 63 ― 67 ― 47 ―

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

24年9月期第3四半期 3,269.24 ―
23年9月期第3四半期 692.39 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第3四半期 1,859 1,127 60.3
23年9月期 1,518 967 63.7
（参考） 自己資本   24年9月期第3四半期  1,122百万円 23年9月期  967百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
当社は定款において第２四半期及び期末を配当基準日と定めておりますが、現時点の期末の配当予想は未定とさせて頂いております。 

年間配当金
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

23年9月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00
24年9月期 ― 0.00 ―
24年9月期（予想） ― ―

3. 平成24年 9月期の業績予想（平成23年10月 1日～平成24年 9月30日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 3,947 41.3 321 76.4 325 73.8 310 88.0 4,536.01



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年9月期3Q 70,544 株 23年9月期 70,544 株
② 期末自己株式数 24年9月期3Q 2,202 株 23年9月期 2,202 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期3Q 68,342 株 23年9月期3Q 68,342 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記に記載した予想数値は現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変
化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は３ページ「１．（３）業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 
２．当期の配当予想値は現時点で未定であり、今後の業績等を総合的に勘案し見通しが立った時点で開示いたします。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間（平成23年10月１日～平成24年６月30日）における我が国経済は、欧州の金融市場の不安

定化、及び長引く円高の影響により、依然として先行き不透明な状況が続いております。しかしながら、震災によ

る影響は持ち直しの動きを示しており、雇用情勢においては平成24年６月の有効求人倍率が0.82倍と緩やかな回復

傾向を示しております。 

このような状況において、当社は引き続きマーケットシェアの拡大に取り組み、強みである「エンジニア」マ

ーケットが売上高の増加を牽引いたしました。その結果、第３四半期会計期間の売上高は計画を上回るペースで推

移し、約４年ぶりに1,000,000千円を超える結果となりました。利益面におきましては、『＠type』10周年を記念

し、交通広告などの大型宣伝キャンペーンを行ったことにより宣伝費が増加いたしましたが、経常利益は55,445千

円（前年同四半期は経常損失5,115千円）となりました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は、2,883,457千円（前年同四半期比145.8％）、損益面に

おきましては、経常利益は226,343千円（前年同四半期比333.8％）、四半期純利益は223,426円（前年同四半期比

472.2％）となりました。 

  

＜四半期毎の業績＞ 

  

＜事業の種類別の業績＞ 

 当社は人材サービス事業の単一セグメントでありセグメント情報の記載を省略しているため、事業の種類別に記

載しております。 

  

①キャリア情報事業  

 当社キャリア情報事業は、Ｗｅｂ求人広告・適職フェア・新卒採用支援等の商品・サービスを展開しておりま

す。 

 当第３四半期累計期間におきましては、企業の採用意欲の向上及び商品力の強化により、取引社数は前年同四半

期比116％と堅調に増加傾向を示しております。『＠type』等の商品面においては、大手ポータルサイトとの提携

だけではなく、他求人ポータルサイトとの提携や大規模な交通広告の展開などにより、さらなる認知度向上に取り

組みました。また、スマートフォンからの閲覧・利用に最適化したスマートフォン版『＠type』の改良や、スマー

トフォン版『女の転職＠type』のリリース等、ユーザー満足度の向上を図りました。これらの施策の結果、『＠

type』のユニークユーザー数は、６月単月では一時的に200万人を超える実績となっております。このような商品

力の支えもあり、「エンジニア」マーケットにおける売上高は前年同四半期比131％、「営業」「女性」マーケッ

トにつきましてもそれぞれ前年同四半期比141％、129％と順調に推移いたしました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間におけるキャリア情報事業の売上高は、1,804,435千円（前年同四半期比

136.1％）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  

平成24年９月期 

第１四半期 

会計期間 

第２四半期 

会計期間 

第３四半期 

会計期間  

 売上高 （千円）  895,440  957,713  1,030,303

   キャリア情報事業売上高 （千円） 592,812 601,164  610,458

   人材紹介事業売上高 （千円）  187,082 210,022  251,866

   ＩＴ派遣事業売上高 （千円）  115,544 146,526  167,977

 営業利益  （千円）  71,455 97,112  55,819

 経常利益 （千円）  73,441 97,456  55,445

 四半期純利益 （千円）  72,631 96,160  54,635
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②人材紹介事業 

 当社人材紹介事業は、ご登録頂いた求職者の方に最適な求人案件をご紹介する登録型人材紹介を運営しておりま

す。 

 当第３四半期累計期間におきましては、従来より採用ニーズの高かったＩＴ業界のみならず、コンサルティング

業界の採用ニーズも活発化しており、それに伴い求職者１人当たりの成約単価が上昇し、売上高が増加いたしまし

た。また新規求人案件の獲得・登録者の獲得も引き続き堅調に推移しており、成約件数の増加に寄与しておりま

す。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間における人材紹介事業の売上高は、648,972千円（前年同四半期比144.0％）

となりました。 

  

③ＩＴ派遣事業 

 当社ＩＴ派遣事業は、当社にご登録頂いた登録者の方の中から、求人企業の採用ニーズに最適な人材を派遣する

一般労働者派遣を運営しております。 

 当第３四半期累計期間におきましては、引き続き「エンジニア」マーケットを中心に新規求人企業の開拓を強化

し、売上は順調に推移いたしました。登録者の獲得におきましては、自社サイトの活用等に加え、『ＭＳＮ®』や

他の外部媒体を利用すること等により、好調に推移しております。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間におけるＩＴ派遣事業の売上高は、430,049千円（前年同四半期比214.4％）

となりました。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期会計期間末の総資産は1,859,886千円となり、前事業年度末に比べ341,399千円増加いたしました。

 流動資産は1,531,498千円となり、前事業年度末に比べ347,877千円増加いたしました。主な要因につきまして

は、現金及び預金が230,273千円、受取手形及び売掛金が111,357千円増加したこと等によるものであります。 

 固定資産は328,387千円となり、前事業年度末に比べ6,477千円減少いたしました。主な要因につきましては、ソ

フトウェアが25,382千円減少し、投資その他の資産が15,738千円増加したこと等によるものであります。 

 当第３四半期会計期間末の負債合計は732,398千円となり、前事業年度末に比べ181,153千円増加いたしました。

主な要因につきましては、流動負債における１年内返済予定の長期借入金が100,000千円、未払金が88,709千円増

加したこと等によるものであります。 

 当第３四半期会計期間末の純資産合計は1,127,488千円となり、前事業年度末に比べ160,245千円増加いたしまし

た。これは、四半期純利益を223,426千円、剰余金の配当を68,342千円、新株予約権を5,161千円計上したことによ

るものであります。   

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年９月期の業績予想につきましては、（１）経営成績に関する定性的情報に記載の通り、当社の強みであ

る「エンジニア」マーケットを中心に売上高が増加しており、また、支出面につきましては、継続的にコストの抑

制に取組み、生産性の向上を図ることによって改善傾向を示しております。 

 その結果、平成23年11月14日に公表しました平成24年９月期の業績予想を下記のとおり修正いたしました。 

  

 平成24年９月期通期業績予想数値の修正（平成23年10月１日～平成24年９月30日） 

  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

 前回発表予想（Ａ）  3,809  295  300   290  4,243.36

 今回修正予想（Ｂ）  3,947  321  325   310  4,536.01

 増減額（Ｂ－Ａ）  138  26  25   20  －

 増減率（％） 3.6  8.8  8.3  6.9  －

 （ご参考）前期実績 

 （平成23年９月期）  
 2,793 182  187   164  2,412.62
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（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。   

     

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。   

   

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 804,286 1,034,559

受取手形及び売掛金 343,917 455,275

その他 37,493 44,436

貸倒引当金 △2,075 △2,772

流動資産合計 1,183,621 1,531,498

固定資産   

有形固定資産 72,353 64,411

無形固定資産   

ソフトウエア 176,841 151,459

その他 2,398 13,505

無形固定資産合計 179,240 164,965

投資その他の資産 83,271 99,010

固定資産合計 334,865 328,387

資産合計 1,518,487 1,859,886

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,219 8,421

短期借入金 130,000 60,000

1年内返済予定の長期借入金 － 100,000

未払金 106,530 195,240

未払法人税等 9,258 6,263

賞与引当金 50,467 14,428

株主優待引当金 － 3,000

その他 207,171 289,583

流動負債合計 508,647 676,937

固定負債   

退職給付引当金 42,597 48,172

その他 － 7,289

固定負債合計 42,597 55,461

負債合計 551,244 732,398

純資産の部   

株主資本   

資本金 558,663 558,663

資本剰余金 339,295 339,295

利益剰余金 164,883 319,967

自己株式 △95,598 △95,598

株主資本合計 967,242 1,122,327

新株予約権 － 5,161

純資産合計 967,242 1,127,488

負債純資産合計 1,518,487 1,859,886
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 1,977,652 2,883,457

売上原価 546,705 818,513

売上総利益 1,430,947 2,064,943

販売費及び一般管理費 1,367,425 1,840,555

営業利益 63,521 224,387

営業外収益   

受取利息 105 101

解約手数料 4,627 3,528

その他 1,320 934

営業外収益合計 6,052 4,564

営業外費用   

支払利息 1,765 2,305

その他 0 303

営業外費用合計 1,765 2,608

経常利益 67,808 226,343

特別損失   

固定資産除却損 － 486

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 17,584 －

特別損失合計 17,584 486

税引前四半期純利益 50,224 225,856

法人税、住民税及び事業税 2,905 2,430

法人税等合計 2,905 2,430

四半期純利益 47,319 223,426
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 該当事項はありません。   

   

   

 当社は、人材サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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