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1.  平成22年2月期第3四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年11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 ％

22年2月期第3四半期 6,035 △32.5 173 △80.3 182 △79.1 70 △82.2

21年2月期第3四半期 8,945 46.1 882 ― 871 ― 395 ―

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3四半期 614.74 614.30
21年2月期第3四半期 3,021.80 3,016.43

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3四半期 6,512 3,347 51.4 29,319.76
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3四半期  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

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、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3四半期 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3四半期  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3四半期 114,159株 21年2月期第3四半期 130,792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３四半期累計期間におけるわが国の経済情勢は、政府による景気対策等により、一部において回復の兆しが見

えるものの、企業収益の悪化や個人消費の低迷等が継続した他、デフレ懸念も加わり、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・完全失業率等の雇用指標の悪化は底を打ったものの、未だ回復に

は至らず、企業の採用抑制が継続しており、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、小規模顧客の獲得や代

理店による新たな販売チャネルの拡充を進めるとともに、未進出エリアへの展開や求人ニーズが高い医療領域への進

出等新たな成長のための施策にも積極的に取り組んでまいりました。しかしながら、厳しい事業環境及び顧客である

求人企業の採用抑制や採用予算の縮小の影響を受け、売上高は減少いたしました。 

  一方で、厳しさを増す経営環境を想定し継続的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、収益力を高める様々な施策を推進してまいりました。 

 その結果、当第３四半期累計期間の売上高は60億35百万円、経常利益は１億82百万円、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）前第３四半期累計期間事業部門別の状況  

 （注）第12期第３四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３四半期累計期間 

（自 平成21年３月１日 

  至 平成21年11月30日） 

 売上高 （千円） 構成比 （％） 

 はたらこねっと    1,256,856 20.8 

 バイトルドットコム    4,097,737 67.9 

 ジョブエンジン      664,981 11.0 

 その他       15,800  0.3 

  

第12期 第３四半期累計期間 

（自 平成20年３月１日 

  至 平成20年11月30日） 

売上高 （千円） 構成比 （％） 

 はたらこねっと    2,586,344 28.8 

 バイトルドットコム    5,385,392 59.9 

 ジョブエンジン      970,586 10.8 

 その他       47,448  0.5 
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（１）資産、負債及び純資産の状況 

      当第３四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14億83百万円減少し、65億12百万円となり 

    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14億62百万円減少し、31億65百万円となりました。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、21百万円減少の33億47百万円となりました。主な要因は、利 

    益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３四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、８億 

    64百万円減少の24億90百万円となりました。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84百万円となりました。これは主に法人税等の支払額３億92百万円が税引 

   前四半期純利益１億78百万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２億57百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出24 

   百万円及び無形固定資産の取得による支出２億93百万円が、敷金及び保証金の回収による収入69百万円を上回 

   ったこと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５億22百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出４億 

   32百万円及び配当金の支払による支出90百万円によるものであります。 

  

  

  平成22年２月期通期業績予想につきましては、平成21年10月７日付け「業績予想の修正に関するお知らせ」にお

 いて公表いたしました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）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方針」（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。  

（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３四半期会計期間末 
(平成21年11月30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 2,490,437 3,355,131

受取手形及び売掛金 1,471,484 1,914,868

仕掛品 21,204 39,971

その他 511,782 676,709

貸倒引当金 △160,169 △216,967

流動資産合計 4,334,740 5,769,713

固定資産   

有形固定資産 451,078 529,737

無形固定資産   

ソフトウエア 829,007 635,459

その他 252,725 349,096

無形固定資産合計 1,081,732 984,556

投資その他の資産   

その他 693,550 754,544

貸倒引当金 △48,126 △41,999

投資その他の資産合計 645,424 712,544

固定資産合計 2,178,234 2,226,838

資産合計 6,512,974 7,996,552

負債の部   

流動負債   

買掛金 102,750 39,950

1年内返済予定の長期借入金 490,500 498,800

前受収益 621,923 1,007,004

その他 422,587 1,130,134

流動負債合計 1,637,760 2,675,889

固定負債   

長期借入金 1,527,300 1,951,400

その他 800 1,000

固定負債合計 1,528,100 1,952,400

負債合計 3,165,860 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 1,506,933 1,528,082

自己株式 △372,128 △744,217

株主資本合計 3,347,114 3,368,263

純資産合計 3,347,114 3,368,263

負債純資産合計 6,512,974 7,996,552
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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）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年11月30日) 

売上高 6,035,375

売上原価 622,894

売上総利益 5,412,480

販売費及び一般管理費 5,238,542

営業利益 173,938

営業外収益  

受取利息 990

保険配当金 6,305

子会社清算益 4,891

その他 20,269

営業外収益合計 32,456

営業外費用  

支払利息 19,570

シンジケートローン手数料 4,653

その他 82

営業外費用合計 24,306

経常利益 182,087

特別損失  

固定資産除却損 1,925

固定資産売却損 1,273

中途解約損害金 421

特別損失合計 3,621

税引前四半期純利益 178,466

法人税、住民税及び事業税 76,572

法人税等調整額 31,716

法人税等合計 108,288

四半期純利益 70,178
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年９月１日 

 至 平成21年11月30日) 

売上高 1,970,880

売上原価 232,678

売上総利益 1,738,202

販売費及び一般管理費 1,706,666

営業利益 31,536

営業外収益  

受取利息 403

保険配当金 6,305

その他 5,129

営業外収益合計 11,838

営業外費用  

支払利息 6,149

シンジケートローン手数料 4,653

営業外費用合計 10,803

経常利益 32,571

特別損失  

固定資産売却損 1,273

中途解約損害金 421

特別損失合計 1,695

税引前四半期純利益 30,875

法人税、住民税及び事業税 5,202

法人税等調整額 16,890

法人税等合計 22,092

四半期純利益 8,782
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年11月30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 178,466

減価償却費 240,369

のれん償却額 54,404

貸倒引当金の増減額（△は減少） △50,671

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 △990

支払利息 19,570

シンジゲートローン手数料 4,653

子会社清算益 △4,891

固定資産除却損 1,925

固定資産売却損益（△は益） 1,273

売上債権の増減額（△は増加） 425,743

仕入債務の増減額（△は減少） 62,799

前受収益の増減額（△は減少） △385,080

その他の資産の増減額（△は増加） 207,317

その他の負債の増減額（△は減少） △258,865

その他 10,753

小計 374,541

利息及び配当金の受取額 990

子会社清算配当金の受取額 4,891

利息の支払額 △22,108

シンジゲートローン手数料の支払額 △51,240

法人税等の支払額 △392,072

営業活動によるキャッシュ・フロー △84,997

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 △24,064

無形固定資産の取得による支出 △293,449

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 69,877

その他 △6,388

投資活動によるキャッシュ・フロー △257,111

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 △432,400

配当金の支払額 △90,185

財務活動によるキャッシュ・フロー △522,585

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △864,694

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 2,490,437
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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) 四半期損益計算書 

      前第３四半期累計期間（平成20年３月１日～11月30日）  

  

 前第３四半期累計期間 

（自 平成20年３月１日 

  至 平成20年11月30日）  

区分    金額(千円)  
百分比 

(％) 

Ⅰ 売上高 8,945,831 100.0

Ⅱ 売上原価 561,391 6.3

  売上総利益 8,384,439 93.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,502,040 83.9

  営業利益 882,399 9.8

Ⅳ 営業外収益 24,550 0.3

Ⅴ 営業外費用 35,611 0.4

  経常利益    871,338 9.7

Ⅵ 特別損失 58,036 0.6

    税引前第３四半期純利益 813,301 9.1

    法人税、住民税及び事業税 519,263     

   法人税等調整額  △101,189  418,073 4.7

  第３四半期純利益 395,228 4.4
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   前第３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～11月30日） 

   前第３四半期においては、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 

   第３四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

  

前第３四半期連結累計期間 

  （自 平成20年３月１日 

      至 平成20年11月30日） 

区分 金額（千円） 

 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

     税金等調整前第３四半期純利益  836,641

     減価償却費  234,885

      のれん償却額  96,281

    貸倒引当金の増加額  161,423

    賞与引当金の増加額  137,884

    受取利息及び受取配当金  △1,934

    支払利息  13,383

    固定資産除却損  2,456

    固定資産売却損益  2,369

    中途解約損害金  1,211

    売上債権の増加額  △128,946

     仕入債務の減少額  △558

    その他営業債権の増加額  △137,697

    その他営業債務の増加額  96,886

    その他  28,359

小計  1,342,646

     利息及び配当金の受取額  1,934

     利息の支払額  △21,809

       中途解約損害金の支払額  △1,211

    法人税等の支払額    △571,424

   営業活動によるキャッシュ・フロー  750,136

 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  △271,559

    有形固定資産の売却による収入  21

    無形固定資産の取得による支出  △473,586

    敷金・保証金の払込みによる支出  △35,613

        敷金・保証金の払戻しによる収入  2,229

    その他  △1,793

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △780,215
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前第３四半期連結累計期間 

    （自 平成20年３月１日 

      至 平成20年11月30日） 

区分 金額（千円） 

 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

        短期借入金の純増加額  900,000

    長期借入による収入  1,000,000

    自己株式の取得による支出  △743,757

    配当金の支払額  △105,215

   財務活動によるキャッシュ・フロー  1,051,026

 Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  1,020,947

 Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,547,667

 Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高  2,568,615

    

－13－

ディップ㈱　2379　平成22年２月期　第３四半期決算短信



  

 該当事項はございません。  

  

  

６．その他の情報
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