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1.  平成21年12月期第3四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年9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 ％

21年12月期第3四半期 7,510 ― 459 ― 430 ― △9 ―

20年12月期第3四半期 15,727 1.8 4,109 △16.7 4,114 △17.0 2,055 △25.8

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

21年12月期第3四半期 △41.91 ―

20年12月期第3四半期 8,613.37 8,533.60

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

21年12月期第3四半期 13,725 12,499 91.1 53,615.38
20年12月期 16,769 13,812 82.4 57,954.36

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  12,499百万円 20年12月期  13,812百万円

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  

当期の配当予想額は未定であります。詳細は、2ページ【※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項】 3．をご覧ください。 

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

20年12月期 ― 0.00 ― 4,100.00 4,100.00
21年12月期 ― 0.00 ―

21年12月期 
（予想）

― ―

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31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 10,900 △48.9 1,000 △83.2 1,000 △83.1 280 △90.9 1,201.52
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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  
[（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他（1）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） 

[（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他（2）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） 21年12月期第3四半期 245,624株 20年12月期  245,338株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  12,500株 20年12月期  7,000株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第3四半期 234,065株 20年12月期第3四半期 238,657株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1．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．本資料に記載した業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しております。実際の業績は、今後様々な要因によって
予想数値と異なる可能性があります。 
 
3．平成21年12月期における配当予想額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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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年秋以降の世界的な景気後退を背景に低迷を続けてい

ましたが、景気対策等により一部持ち直しの兆しも見えるようになりました。しかしながら、本格的な景

気回復には至っておらず、雇用情勢は依然として厳しい状態が続いていることから個人消費が落ち込み、

国内の景気は先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 このように、企業の採用ニーズが低調な厳しい事業環境のもと、当社の主力サイトである「［en］社会

人の転職情報」では、「企業の業績向上に寄与する『活躍人材』の採用」というテーマを掲げ、求人企業

への提案・サポートを行ってまいりました。これにより、ネット求人広告市場における当社の売上高シェ

アは、昨年度よりも上昇いたしました。また、利益確保に向けて、徹底した生産性の向上及び経費削減に

取組んでまいりました。 

 その結果、当第３四半期累計期間の売上高は7,510百万円、営業利益459百万円、経常利益430百万円、

四半期純損失は9百万円となりました。 

業績の比較 

  売上高の内訳 

 
注） １．売上高には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 

２．中途採用関連事業、新卒採用関連事業における「その他」とは、適性テスト等であります。  

  
  

  

当第３四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ3,044百万円減少し、13,725百万円

となりました。これは、現金及び預金の減少のほか、受取手形及び売掛金の減少が主な要因であります。 

 また、負債合計につきましては、前事業年度末に比べ1,730百万円減少し、1,226百万円となりました。

これは、未払法人税等の減少が主な要因であります。 

 純資産につきましては、前事業年度末に比べ1,313百万円減少し、12,499百万円となりました。これ

は、配当による利益剰余金の減少のほか、自己株式の取得が主な要因であります。 

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

区分 

第９期  第10期 

 自 平成20年１月１日   自 平成21年１月１日 

 至 平成20年９月30日  至 平成21年９月30日 

売 上 高  構成比  売 上 高  構成比 

（千円）  （％）  （千円）  （％） 

中途採用関連事業 

 [en]社会人の転職情報  8,555,451 54.4 3,069,293 40.9

 [en]転職コンサルタント  1,728,053 11.0 1,089,354 14.5

 [en]派遣のお仕事情報  2,692,352 17.1 1,849,902 24.6

 [en]本気のアルバイト  894,241 5.7 553,926 7.4

 その他  70,019 0.5 61,717 0.8

新卒採用関連事業 

 [en]学生の就職情報  1,481,169 9.4 674,371 9.0

 その他  94,913 0.6 77,905 1.0

教育・評価関連事業 、その他 211,749 1.3 134,375 1.8

合計  15,727,948 100.0 7,510,846 100.0

2. 財政状態に関する定性的情報

資産・負債及び純資産の状況
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営業活動の結果使用した資金は、売上債権の減少による増加951百万円があったものの、法人税等の支

払い1,768百万円があったことなどにより、1,247百万円となりました。 

  

投資活動の結果増加した資金は、401百万円となりました。これは、定期預金の払戻による収入

1,000百万円と保険積立金の解約による収入525百万円があったことが主な要因であります。 

  

(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、1,449百万円となりました。これは、自己株式の取得による支出484百

万円と配当金の支払い970百万円があったことが主な要因であります。 

  
  
  

平成21年12月期の業績予想につきましては、平成21年８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。 

  
  

  

当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前事業年度末の貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定してお

ります。 

  

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

  

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に、経営環境等かつ一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前事業年度末において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっており、前事業年度末以降に、経営環境等または一時差異

等の発生状況に著しい変化が認められる場合には、前事業年度末において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

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。 

  

第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５

日)が適用されたことに伴い、貯蔵品の評価基準については、最終仕入原価法による原価法から、最終

仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更

しております。 

 これによる四半期財務諸表への影響はありません。 

キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

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

 一般債権の貸倒見積高の算定方法

 固定資産の減価償却費の算定方法

 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(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

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用
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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９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,361,557 8,657,204

受取手形及び売掛金 1,080,181 2,031,334

貯蔵品 9,513 11,133

その他 1,690,844 586,055

貸倒引当金 △60,108 △48,520

流動資産合計 8,081,988 11,237,207

固定資産   

有形固定資産 575,287 755,859

無形固定資産 1,120,189 1,089,581

投資その他の資産   

その他 3,992,743 3,725,694

貸倒引当金 △44,925 △38,765

投資その他の資産合計 3,947,818 3,686,929

固定資産合計 5,643,294 5,532,371

資産合計 13,725,282 16,769,578

負債の部   

流動負債   

買掛金 35,875 131,022

未払法人税等 － 663,740

賞与引当金 157,778 234,892

その他 1,032,597 1,927,198

流動負債合計 1,226,251 2,956,853

負債合計 1,226,251 2,956,853

純資産の部   

株主資本   

資本金 968,495 965,246

資本剰余金 1,435,060 1,431,811

利益剰余金 11,986,495 12,973,491

自己株式 △2,038,386 △1,553,757

株主資本合計 12,351,664 13,816,792

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 147,366 △4,066

評価・換算差額等合計 147,366 △4,066

純資産合計 12,499,031 13,812,725

負債純資産合計 13,725,282 16,769,578
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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１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 7,510,846

売上原価 1,378,593

売上総利益 6,132,253

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 1,978,427

広告宣伝費 1,551,788

その他 2,142,722

販売費及び一般管理費合計 5,672,938

営業利益 459,314

営業外収益  

受取利息 19,764

受取配当金 18,500

その他 13,795

営業外収益合計 52,060

営業外費用  

投資事業組合運用損 57,942

リース解約損 17,678

その他 5,088

営業外費用合計 80,708

経常利益 430,666

特別利益  

保険解約返戻金 84,807

特別利益合計 84,807

特別損失  

固定資産売却損 578

固定資産除却損 110,328

事務所移転費用 86,593

関係会社株式評価損 29,999

投資有価証券評価損 24,263

特別退職金 236,184

特別損失合計 487,948

税引前四半期純利益 27,525

法人税、住民税及び事業税 2,814

法人税等調整額 34,520

法人税等合計 37,335

四半期純損失（△） △9,809
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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７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,260,747

売上原価 415,580

売上総利益 1,845,167

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 531,826

広告宣伝費 401,169

その他 658,932

販売費及び一般管理費合計 1,591,928

営業利益 253,239

営業外収益  

受取利息 4,901

その他 1,901

営業外収益合計 6,802

営業外費用  

投資事業組合運用損 16,087

リース解約損 8,285

その他 2,702

営業外費用合計 27,076

経常利益 232,965

特別損失  

固定資産売却損 16

固定資産除却損 26,036

事務所移転費用 74,876

特別損失合計 100,930

税引前四半期純利益 132,035

法人税、住民税及び事業税 794

法人税等調整額 53,859

法人税等合計 54,653

四半期純利益 77,381
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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１月１日 
 至 平成21年９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 27,525

減価償却費 629,264

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,747

賞与引当金の増減額（△は減少） △77,113

受取利息及び受取配当金 △38,264

投資事業組合運用損益（△は益） 57,942

投資有価証券評価損益（△は益） 24,263

関係会社株式評価損 29,999

固定資産売却損益（△は益） 578

固定資産除却損 110,328

特別退職金 236,184

保険返戻金 △84,807

売上債権の増減額（△は増加） 951,152

仕入債務の増減額（△は減少） △95,147

未払金の増減額（△は減少） △508,468

その他の流動資産の増減額（△は増加） 133,925

その他の流動負債の増減額（△は減少） △726,723

その他の固定資産の増減額（△は増加） 32,322

小計 720,710

利息及び配当金の受取額 35,862

法人税等の支払額 △1,768,264

特別退職金の支払額 △236,184

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,247,875

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △64,063

無形固定資産の取得による支出 △417,508

投資有価証券の取得による支出 △387,500

関係会社株式の取得による支出 △254,778

保険積立金の積立による支出 △1,391

保険積立金の解約による収入 525,198

その他の支出 △16,858

その他の収入 18,256

投資活動によるキャッシュ・フロー 401,354

財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入 6,497

自己株式の取得による支出 △484,629

配当金の支払額 △970,992

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,449,124

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,295,647

現金及び現金同等物の期首残高 7,657,204

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,361,557
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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。 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

  

  
  
  
  
  

  

  

(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

(6) 重要な後発事象
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前年同四半期に係る財務諸表等 

 

「参考」

 (1) 前年同四半期損益計算書

前年同四半期累計期間 
(自 平成20年１月１日 

  至 平成20年９月30日)

区分 金額(千円) 百分比 
(％)

Ⅰ 売上高 15,727,948 100.0

Ⅱ 売上原価 1,600,559 10.2

    売上総利益 14,127,389 89.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 10,017,527 63.7

    営業利益 4,109,862 26.1

Ⅳ 営業外収益 41,950 0.3

Ⅴ 営業外費用 36,823 0.2

    経常利益 4,114,988 26.2

Ⅵ 特別損失 555,613 3.6

    税引前四半期純利益 3,559,375 22.6

    税金費用 1,503,733 9.5

    四半期純利益 2,055,642 13.1
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 (2) 前年同四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期累計期間 
(自 平成20年１月１日 

  至 平成20年９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

   税引前四半期純利益 3,559,375

   減価償却費 576,471

   貸倒引当金の増減額（減少:△） 20,757

   賞与引当金の増減額（減少:△） 196,190

   役員賞与引当金の増減額（減少:△） △ 6,300

   受取利息 △ 30,850

   為替差損益（差益:△） 9,549

   投資事業組合運用損益（利益:△） 13,694

      関係会社株式評価損 527,154

   固定資産除却損 21,619

   売上債権の増減額（増加:△） 384,137

   仕入債務の増減額（減少:△） △ 40,657

   未払金の増減額（減少:△） △ 236,782

   その他の流動資産の増減額（増加:△) △ 56,162

   その他の流動負債の増減額（減少:△) △ 339,487

   その他の固定資産の増減額（増加:△) 60,297

    小計 4,659,008

   利息及び配当金の受取額 22,741

   法人税等の支払額 △ 3,731,312

  営業活動によるキャッシュ・フロー 950,437

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の払戻による収入 228,300

   投資有価証券の取得による支出 △ 30,000

   投資有価証券の売却による収入 27,000

   有形固定資産の取得による支出 △ 121,517

   無形固定資産の取得による支出 △ 457,531

      関係会社株式取得による支出 △ 30,000

   敷金保証金の差入による支出 △ 39,377

   敷金保証金の返還による収入 56

   保険積立金による支出 △ 7,560

   貸付けによる支出 △ 2,481

   貸付金の回収による収入 996

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 432,116

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   株式の発行による収入 64,928

   自己株式の取得による支出 △ 1,553,757

   配当金の支払額 △ 993,193

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,482,021

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 11,738

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少:△） △ 1,975,439

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 8,003,825

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 6,028,386
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