
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

   

   

 

       

 

       

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有

四半期決算説明会開催の有無 ：有 (アナリスト・機関投資家向け ）

(百万円未満切捨て)

１．平成25年12月期第２四半期の業績（平成25年１月１日～平成25年６月30日）

（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 ％

25年12月期第２四半期 2,101 105.4 930 64.2 931 64.4 520 68.4
24年12月期第２四半期 1,023 － 566 － 566 － 309 －

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

25年12月期第２四半期 37.74 36.87
24年12月期第２四半期 22.41 21.96

(注)１. 当社は平成23年12月期第２四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、平成24年12月期第２四 
    半期の対前年同四半期増減率を記載しておりません。 
  ２．当社は平成25年７月１日付けで、普通株式１株に付き２株の株式分割を行なっております。このため、１株当 
    たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われ 
    たものと仮定して算定しております。

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年12月期第２四半期 2,855 2,185 76.1

24年12月期 2,218 1,659 74.4

(参考) 自己資本 25年12月期第２四半期 2,172百万円 24年12月期 1,651百万円

２．配当の状況

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

24年12月期 － 0.00 － 0.00 0.00

25年12月期 － 0.00

25年12月期(予想) － 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

３．平成25年12月期の業績予想（平成25年１月１日～平成25年12月31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

通期 4,182 84.7 1,517 34.2 1,518 36.4 872 46.0 63.23

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無

(注)当社は平成25年７月１日付けで、普通株式１株に付き２株の株式分割を行なっております。このため、１株 
当たり当期純利益については、当該株式分割の影響を考慮して算定しております。



  

   

   

   

 
  

   

   

 

 

 

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 有

 ④ 修正再表示 ： 無

(注) 第１四半期会計期間より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別 
することが困難な場合」に該当しております。

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年12月期２Ｑ 13,800,000株 24年12月期 13,800,000株

② 期末自己株式数 25年12月期２Ｑ －株 24年12月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期２Ｑ 13,800,000株 24年12月期２Ｑ 13,800,000株

(注) 当社は平成25年７月１日付けで、普通株式１株に付き２株の株式分割を行なっております。このため、期末発 
行済株式数（自己株式を含む)、期末自己株式数及び期中平均株式数（四半期累計）は、当該株式分割が前事業 
年度の期首に行われたものと仮定して算定しております。

※ 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ますが、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す。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・本資料に記載の業績予想数値は、平成25年２月14日に公表いたしました内容から変更しております。詳細につき
ましては、平成25年７月11日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

・当社は、平成25年８月15日にアナリスト及び機関投資家向けの決算説明会を開催する予定です。当日使用する決
算説明会資料につきましては、当決算短信の補足資料として開示しております。また、当日の模様は、開催後準
備が出来次第当社ホームページにて動画配信する予定です。
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当社が事業を展開するインターネット業界は、スマートデバイスの普及拡大を背景にインターネット

利用が継続して増加する中、平成25年１～６月期におけるインターネット広告業及びインターネットサ

イト運営サービス業の売上規模が前年同期比で増加するなど堅調に推移しております（経済産業省「特

定サービス産業動態統計調査」）。 

求人広告市場におきましては、平成24年１～６月の求人メディア全体（有料求人情報誌、フリーペー

パー、折込求人紙、求人サイト）の求人広告件数が月平均約57万８千件であったのに対し、平成25年１

～６月には月平均約68万５千件（前年比18.5％増）へ増加しております（全国求人情報協会「求人広告

掲載件数等集計結果」）。 

不動産関連市場につきましては、平成25年１～６月の新設住宅着工戸数が月平均約７万５千戸と前年

同期比8.6％増加し、底堅く推移しております（国土交通省公表値）。 

当社は、このような事業環境のもと、当社の持つWebマーケティング技術及びサービス開発力を活か

し、成功報酬型ビジネスモデルにて求人情報メディア、不動産情報メディアを中心に事業展開しており

ます。当第２四半期累計期間においては、継続的な知名度向上に加え、Web上でプロモーション活動を

実施したこともあり、当社サービスをご利用いただいている企業数が平成25年６月末時点で37,175社

（平成25年３月末比4,271社増）へ増加いたしました。また、全サービス共通の基本施策であるサイト

機能及びSEOの強化等によるユーザビリティ、マッチング率の向上等にも継続して取り組んでまいりま

した。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は前年同期比105.4％増の2,101,911千円、経常利益は前

年同期比64.4％増の931,761千円、四半期純利益は前年同期比68.4％増の520,854千円と、大幅な増収増

益となりました。 

各事業の業績は、次のとおりであります。 

  

求人情報メディア事業においては、成功報酬型ビジネスモデルにて、アルバイト求人サイト「ジョ

ブセンス」、正社員求人サイト「ジョブセンスリンク」、派遣求人サイト「ジョブセンス派遣」の３

サイトを運営しております。 

当第２四半期累計期間は、雇用環境が徐々に改善される中、「ジョブセンス」及び「ジョブセンス

リンク」における積極的なWebプロモーション活動、サービス提供価格改定のほか、各サイトの機能

拡充、SEOの強化等によるユーザビリティ及びマッチング率の向上に取り組みました。 

この結果、売上高は前年同期比109.8％増の1,774,630千円、セグメント利益は前年同期比66.8％増

の1,064,376千円となりました。 

各サイトの売上高は、次のとおりであります。 
  

 
  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

a. 求人情報メディア事業

・ジョブセンス 1,111,889千円 （前年同期比  107.1％増）

・ジョブセンスリンク 553,229千円 （前年同期比  157.6％増）

・ジョブセンス派遣 109,511千円 （前年同期比   16.4％増）
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不動産情報メディア事業においては、成功報酬型ビジネスモデルにて、賃貸情報サイト「door賃

貸」を運営しております。 

当第２四半期累計期間においては、サイトの全面リニューアルによる検索機能の拡充やユーザビリ

ティの向上、入居祝い金増額によるお問い合わせ促進、掲載物件数増加に向けた新規サービス導入企

業獲得等に取り組みました。 

 この結果、売上高は前年同期比101.3％増の246,700千円、セグメント利益は前年同期比93.9％増の

202,660千円となりました。 

  

その他事業においては、検索エンジン対策を中心としたWebマーケティングに関する助言業務や、

転職クチコミサイト「転職会議」（平成23年12月本格稼働）を始めとする新規事業の収益等を分類し

ております。 

「転職会議」は、平成25年６月末時点において会員登録者数が累計67万人超、クチコミ情報掲載数

が約215万件と、順調に拡大しております。媒体力向上等を背景に、業務提携先である大手求人情報

サービス会社へのユーザー会員送客数が着々と増え、収益は増加いたしました。 

以上の結果、売上高は前年同期比46.8％増の80,580千円、セグメント利益は前年同期比48.3％増の

40,926千円となりました。 

  

当第２四半期会計期間末における総資産は2,855,613千円となり、前事業年度末に比べ637,071千円増

加いたしました。これは主に、現金及び預金の増加288,813千円、売掛金の増加257,549千円、有形固定

資産の増加92,253千円によるものであります。 

負債合計は、前事業年度末に比べ111,155千円増加し、669,753千円となりました。これは主に、未払

金の増加84,456千円、未払法人税等の減少1,086千円によるものであります。 

純資産は前事業年度末に比べ525,916千円増加し、2,185,859千円となりました。これは主に、利益剰

余金の増加520,854千円によるものであります。 

  

平成25年12月期の業績予想につきましては、平成25年７月11日に公表いたしました内容から変更して

おりません。 

b. 不動産情報メディア事業

c. その他事業

（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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当社は法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成25年１月１日以後に取得した有形固定

資産については、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。 

この変更が、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽

微であります。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
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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24年12月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,685,906 1,974,719

売掛金 272,761 530,311

その他 45,680 44,386

貸倒引当金 △2,263 △4,401

流動資産合計 2,002,084 2,545,016

固定資産   

有形固定資産 25,741 117,994

無形固定資産 12,803 38,471

投資その他の資産   

その他 180,766 157,761

貸倒引当金 △2,854 △3,629

投資その他の資産合計 177,912 154,131

固定資産合計 216,457 310,597

資産合計 2,218,541 2,855,613

負債の部   

流動負債   

未払金 46,395 130,852

未払法人税等 425,000 423,913

その他 87,202 114,987

流動負債合計 558,598 669,753

負債合計 558,598 669,753

純資産の部   

株主資本   

資本金 219,930 219,930

資本剰余金 204,930 204,930

利益剰余金 1,226,647 1,747,501

株主資本合計 1,651,507 2,172,361

新株予約権 8,436 13,498

純資産合計 1,659,943 2,185,859

負債純資産合計 2,218,541 2,855,613
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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）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年１月１日 
至 平成24年６月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年１月１日 
至 平成25年６月30日) 

売上高 1,023,240 2,101,911

売上原価 122,004 177,941

売上総利益 901,235 1,923,970

販売費及び一般管理費 334,406 993,054

営業利益 566,829 930,916

営業外収益   

違約金収入 － 608

受取利息 73 151

償却債権取立益 25 －

その他 6 85

営業外収益合計 104 845

経常利益 566,933 931,761

特別損失   

減損損失 － 908

本社移転費用 － 2,891

特別損失合計 － 3,800

税引前四半期純利益 566,933 927,961

法人税、住民税及び事業税 263,468 416,050

法人税等調整額 △5,792 △8,942

法人税等合計 257,676 407,107

四半期純利益 309,257 520,854
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(株式分割) 

当社は平成25年６月13日開催の取締役会決議に基づき、平成25年７月１日を効力発生日として株式分割

を行っております。 

当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の投資しやすい環境を整え、一

層の投資家層の拡大と株式の流動性の向上を図る。 

平成25年６月30日（当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には、平成25年６月28日）の最

終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を１株に付き２株の割合をもって分割する。 

株式分割前の当社発行済株式総数 

普通株式 6,900,000株 

今回の分割により増加する株式数 

普通株式 6,900,000株 

株式分割後の当社発行済株式総数 

普通株式 13,800,000株 

平成25年７月１日 

今回の株式分割に伴い、効力発生日と同時に新株予約権の目的となる株式の数と１株当たりの行使価

額を以下のとおり調整いたします。 

 

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、平成25年７月１日をもって当社定款

第５条を変更し、発行可能株式総数を24,000,000株増加して48,000,000株といたします。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象

(１)株式分割の概要

①株式分割の目的

②株式分割の方法

③分割により増加する株式数

(２)株式分割の効力発生日

(３)新株予約権の調整

調整前 調整後

株式数 行使価額 株式数 行使価額

第１回新株予約権 149,200株 105円 298,400株 53円

第２回新株予約権 20,400株 105円 40,800株 53円

(４)発行可能株式総数の増加
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