
平成24年 2月期 第 2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成23年10月12日

上 場 会 社 名 株式会社アルバイトタイムス 上場取引所 大 

コ ー ド 番 号 2341 ＵＲＬ http://www.atimes.co.jp 

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 垣内 康晴 

問合せ先責任者 (役職名) 取締役 (氏名) 堀田 欣弘 (TEL)03(3254)2501

四半期報告書提出予定日 平成23年10月13日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無 

四半期決算説明会開催の有無 ：有（機関投資家・アナリスト向け） 

（百万円未満切捨て） 
１．平成24年2月期第2四半期の連結業績（平成23年3月1日～平成23年8月31日） 
（１）連結経営成績（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 2月期第2四半期 1,705  21.7 185   － 190   － 151   －
23年 2月期第2四半期 1,400 △20.0 △106   － △103   － △102   －

 

 
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 2月期第2四半期 4.50 －
23年 2月期第2四半期 △3.05 －

 
（２）連結財政状態 

 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

24年 2月期第2四半期 3,440 3,067 89.2 91.20
23年 2月期 3,280 2,916 88.9 86.70

(参考)自己資本 24年2月期第2四半期         3,067百万円  23年2月期         2,916百万円

 
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   
23年 2月期 － 0.00 － 0.00 0.00   
24年 2月期 － 0.00   

24年 2月期(予想)   － 2.00 2.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成24年2月期の連結業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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 3,503 16.5 204  245.3 205  216.4 186  24.2 5.55

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



４．その他  （詳細は、【添付資料】P.5「その他」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：無 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原

則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 
 

（４）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) 24年2月期2Ｑ 33,637,249株 23年2月期 33,637,249株

② 期末自己株式数 24年2月期2Ｑ 275株 23年2月期 275株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年2月期2Ｑ 33,636,974株 23年2月期2Ｑ 33,636,977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 

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であ
ると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありま
す。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信
（添付資料）4ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料に

ついては、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 

・平成23年10月17日（月）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響

による電力供給の制約・原子力災害の発生等によって、今後の景気に対する不透明感が高まりました。

また、デフレの影響や海外経済の回復には鈍化傾向が見られることから、景気が下振れするリスクが存

在しております。 

雇用情勢については東日本大震災の影響から持ち直しの動きに足踏みがみられたものの、緩やかなが

ら回復傾向にあります。 

このような状況において当社グループでは、戦略地域である静岡県において強固な事業基盤を確立す

るために、主力商品である『DOMO（ドーモ）』、『DOMO NET（ドーモネット）』の提供で培った顧客・

流通網・読者・ユーザーといった資産を有効活用し、既存顧客向けに従来の求人広告以外の商品を提供

する等、地域に密着した展開を積極的に推進してまいりました。 

また、静岡県内企業と求職者との雇用のミスマッチを改善するため、静岡県内及び首都圏地域での事

業資産を活かし、行政や大学等との連携を強化することで、求人広告にとどまらない人材サービスを拡

大した取組みを展開してまいりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの連結業績は、静岡地域において予想

よりも早く求人需要が回復したこと、また、上記の新たな取組みの結果、売上高は1,705百万円（前年

同四半期比21.7%増）となりました。売上原価は、行政案件の受託による短期雇用の発生から労務費が

増加し、667百万円（前年同四半期比11.3%増）、販売費及び一般管理費は、流通費等の減少により、

852百万円（前年同四半期比6.1%減）となり、営業利益は185百万円（前年同四半期は106百万円の損

失）、経常利益は190百万円（前年同四半期は103百万円の損失）、四半期純利益は、基幹システムのリ

プレイスを実施することから特別損失を計上、また、繰延税金資産の見直しを行った結果、151百万円

（前年同四半期は102百万円の損失）となりました。 

  

当社グループは、第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業

会計基準第17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

セグメント別の業績（セグメント間の内部取引消去前）については、前年同期とは適用される会計基

準が異なるため、前年同期との比較は記載しておりません。 

  

情報提供事業では、戦略地域である静岡県において既存顧客向けに従来の求人広告以外の商品を提

供する等、地域に密着した展開を積極的に推進したこと、また、『DOMO NET』の販売を強化する等の

活動を進めてまいりました。以上の結果、情報提供事業における売上高は1,243百万円、セグメント

利益は444百万円となりました。 

  

販促支援事業では、フリーペーパーの取次において、中京・関西地域において新規案件の獲得が順

調に進みました。以上の結果、販促支援事業における売上高は325百万円、セグメント利益は42百万

円となりました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

（情報提供事業）

（販促支援事業）
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その他事業では、当社グループの資産である、顧客・流通網・読者・ユーザーの活用を前提とした

新商品・新サービスを構築することで、より強固な経営基盤の構築を図っております。 

静岡県から緊急雇用創出事業に関する案件を受託する等、行政と連携を強化し、求人広告にとどま

らない人材サービスを拡大した取組みを進めてまいりました。また、前連結会計年度に開始した食の

プロによる食生活応援モバイルサイト『食らいふナビ』では、順調に会員数を伸ばしております。以

上の結果、その他事業における売上高は147百万円、セグメント損失は38百万円となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産が3,440百万円（前連結会計年度末比4.9%増）、

負債が372百万円（前連結会計年度末比2.4%増）、純資産が3,067百万円（前連結会計年度末比5.2%増）

となりました。また、自己資本比率は89.2%となり、１株当たり純資産額は91.20円となりました。 

資産の部では、流動資産が2,553百万円（前連結会計年度末比13.0%増）となりました。内訳として、

現金及び預金が1,965百万円（前連結会計年度末比16.0%増）、営業債権（受取手形及び売掛金）が398

百万円（前連結会計年度末比1.9%減）等となったためです。 

固定資産は886百万円（前連結会計年度末比13.1%減）となりました。内訳として、有形固定資産が

671百万円（前連結会計年度末比7.5%減）、無形固定資産が143百万円（前連結会計年度末比38.0%

減）、投資その他の資産が71百万円（前連結会計年度末比14.5%増）となったためです。 

負債は372百万円（前連結会計年度末比2.4%増）となりました。これは、未払金が224百万円（前連結

会計年度末比4.6%増）、賞与引当金が72百万円（前連結会計年度末比45.1%増）等となったためです。 

純資産は3,067百万円（前連結会計年度末比5.2%増）となりました。これは、四半期純利益の計上に

より、利益剰余金が2,071百万円（前連結会計年度末比7.9%増）となったためです。 

  

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度

末に比べて270百万円増加し、1,965百万円となりました。 

  

営業活動の結果得られた資金は、301百万円（前年同四半期は100百万円の収入）となりました。こ

れは主に、税金等調整前四半期純利益が109百万円、減価償却費が100百万円、固定資産臨時償却費が

76百万円、賞与引当金の増加額が22百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額が３百万円、

売上債権の減少額が７百万円、未払債務の増加額が８百万円等となった一方で、貸倒引当金の減少額

が２百万円、未払消費税等の減少額が32百万円、法人税等の支払額が６百万円等となったためです。

  

投資活動の結果使用した資金は、31百万円（前年同四半期は67百万円の支出）となりました。これ

は主に、敷金及び保証金の返還による収入が11百万円等となった一方で、有形固定資産の取得による

支出が９百万円、有形固定資産の除却による支出が４百万円、無形固定資産の取得による支出が17百

万円、敷金及び保証金の差入による支出が12百万円となったためです。 

  

（その他事業）

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(a) 営業活動によるキャッシュ・フロー

(b) 投資活動によるキャッシュ・フロー
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財務活動の結果使用した資金は、０百万円（前年同四半期は０百万円の支出）となりました。これ

は、配当金の支払額が０百万円となったためです。 

  

平成24年２月期業績予想につきましては、平成23年４月12日付「平成23年２月期決算短信」にて発表

した業績予想を修正いたしません。 

なお、今後の業績の推移に応じて修正の必要が生じた場合には、速やかに公表いたします。 

  

(c) 財務活動によるキャッシュ・フロー

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 ①会計処理基準に関する事項の変更 

(「資産除去債務に関する会計基準」等の適用) 

第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年

3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計適用指針第21号 平成20年3月

31日)を適用しております。 

これにより、第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益がそれぞれ1,847千円減少し、税金等調

整前四半期純利益は5,750千円減少しております。 

  

 ②表示方法の変更 

(四半期連結損益計算書関係) 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸

表等規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年3月24日 内閣府令第5号）の適用により、当第2

四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,965,756 1,695,157

受取手形及び売掛金 398,984 406,739

その他 193,680 162,443

貸倒引当金 △5,000 △5,100

流動資産合計 2,553,421 2,259,241

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 188,914 234,668

土地 444,475 444,475

その他（純額） 38,161 47,058

有形固定資産合計 671,550 726,202

無形固定資産

ソフトウエア 133,327 221,677

その他 10,661 10,687

無形固定資産合計 143,988 232,365

投資その他の資産

敷金及び保証金 48,912 54,643

その他 25,253 12,648

貸倒引当金 △2,864 △5,001

投資その他の資産合計 71,301 62,291

固定資産合計 886,841 1,020,858

資産合計 3,440,262 3,280,099

負債の部

流動負債

未払金 224,685 214,763

賞与引当金 72,391 49,889

その他 75,271 99,088

流動負債合計 372,347 363,741

負債合計 372,347 363,741

純資産の部

株主資本

資本金 455,997 455,997

資本剰余金 540,425 540,425

利益剰余金 2,071,515 1,919,957

自己株式 △22 △22

株主資本合計 3,067,915 2,916,357

純資産合計 3,067,915 2,916,357

負債純資産合計 3,440,262 3,280,099
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
 至 平成23年８月31日)

売上高 1,400,833 1,705,264

売上原価 599,663 667,131

売上総利益 801,169 1,038,133

販売費及び一般管理費 908,034 852,547

営業利益又は営業損失（△） △106,864 185,585

営業外収益

受取利息 270 203

助成金収入 3,410 2,827

還付加算金 1,571 －

その他 810 2,720

営業外収益合計 6,063 5,751

営業外費用

違約金 1,105 －

持分法による投資損失 1,449 958

その他 88 －

営業外費用合計 2,642 958

経常利益又は経常損失（△） △103,444 190,378

特別損失

固定資産除却損 3,429 230

固定資産臨時償却費 － 76,606

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,902

特別損失合計 3,429 80,739

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△106,873 109,638

法人税、住民税及び事業税 1,801 10,626

法人税等還付税額 △4,898 －

法人税等調整額 △1,168 △52,545

法人税等合計 △4,266 △41,919

少数株主損益調整前四半期純利益 － 151,557

四半期純利益又は四半期純損失（△） △102,607 151,557
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【第２四半期連結会計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年８月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成23年６月１日
 至 平成23年８月31日)

売上高 683,697 896,617

売上原価 312,997 355,615

売上総利益 370,699 541,002

販売費及び一般管理費 403,521 426,634

営業利益又は営業損失（△） △32,821 114,367

営業外収益

受取利息 162 136

助成金収入 1,938 －

還付加算金 1,564 －

その他 283 339

営業外収益合計 3,949 476

営業外費用

違約金 546 －

持分法による投資損失 1,374 898

その他 49 －

営業外費用合計 1,969 898

経常利益又は経常損失（△） △30,842 113,946

特別損失

固定資産除却損 2,823 71

固定資産臨時償却費 － 76,606

特別損失合計 2,823 76,678

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△33,666 37,268

法人税、住民税及び事業税 1,154 7,670

法人税等調整額 △3,142 △59,757

法人税等合計 △1,987 △52,086

少数株主損益調整前四半期純利益 － 89,354

四半期純利益又は四半期純損失（△） △31,678 89,354
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△106,873 109,638

減価償却費 114,405 100,993

固定資産臨時償却費 － 76,606

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,204 △2,237

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,162 22,501

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △29,013 －

受取利息及び受取配当金 △270 △203

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,902

持分法による投資損益（△は益） 1,449 958

固定資産除却損 3,429 230

売上債権の増減額（△は増加） 13,290 7,754

たな卸資産の増減額（△は増加） 72 642

未払債務の増減額（△は減少） △75,521 8,407

未収消費税等の増減額（△は増加） 99,188 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 21,525 △32,341

その他 23,218 11,772

小計 65,857 308,627

利息及び配当金の受取額 274 200

法人税等の支払額 △2,905 △6,894

法人税等の還付による収入 37,243 62

営業活動によるキャッシュ・フロー 100,470 301,995

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 △81,266 △9,147

有形固定資産の除却による支出 △20,023 △4,152

無形固定資産の取得による支出 △83,555 △17,789

敷金及び保証金の差入による支出 △338 △12,093

敷金及び保証金の回収による収入 116,293 11,833

その他 1,265 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △67,624 △31,348

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △1 －

配当金の支払額 △239 △49

財務活動によるキャッシュ・フロー △241 △49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 32,605 270,598

現金及び現金同等物の期首残高 1,331,643 1,695,157

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,364,248 1,965,756
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 該当事項はありません。 

  

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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前第２四半期連結会計期間(自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日)及び前第２四半期連結累計

期間(自  平成22年３月１日  至  平成22年８月31日) 

 当社及び連結子会社の事業は、情報関連事業の単一事業であります。従いまして、事業の種類別セグ

メント情報の記載を省略しております。 

  

前第２四半期連結会計期間(自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日)及び前第２四半期連結累計

期間(自  平成22年３月１日  至  平成22年８月31日) 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間(自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日)及び前第２四半期連結累計

期間(自  平成22年３月１日  至  平成22年８月31日) 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、「情報提供事業」及び「販促支援事業」の２つを報告セグメントとしております。  

「情報提供事業」では、当社グループの主力商品である、求人情報誌『DOMO』の発行及び求人情報サイ

ト『DOMO NET』の運営・販売、またその他に、主力商品で築いた顧客に対するSP広告の販売等から構成

されています。                                  

「販促支援事業」では、当社100%子会社である株式会社リンクが行うフリーペーパーの取次等により構

成されています。                                  

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間(自  平成23年３月１日  至  平成23年８月31日) 

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

【セグメント情報】

(単位:千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結損
益計算書計上
額(注)３情報提供 販促支援 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,243,812 314,576 1,558,388 146,875 1,705,264 ― 1,705,264

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 11,116 11,116 783 11,900 △11,900 ―

計 1,243,812 325,693 1,569,505 147,659 1,717,164 △11,900 1,705,264

セグメント利益 444,728 42,901 487,629 △38,882 448,746 △263,161 185,585
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(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、就職支援、携帯端末へのコンテ

ンツ提供等を含んでおります。  

２．セグメント利益の調整額△263,161千円は、セグメント間取引消去2,220千円及び全社費用△265,381千円で

あります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

当第２四半期連結会計期間(自  平成23年６月１日  至  平成23年８月31日) 

 
(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、就職支援、携帯端末へのコンテ

ンツ提供等を含んでおります。  

２．セグメント利益の調整額△126,970千円は、セグメント間取引消去1,110千円及び全社費用△128,080千円で

あります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

  

  

  

(単位:千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結損
益計算書計上
額(注)３情報提供 販促支援 計

売上高

  外部顧客への売上高 645,943 161,074 807,017 89,600 896,617 ― 896,617

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 5,569 5,569 ― 5,569 △5,569 ―

計 645,943 166,644 812,587 89,600 902,187 △5,569 896,617

セグメント利益 242,985 23,286 266,272 △24,934 241,337 △126,970 114,367
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 該当事項はありません。 

  

当社は、平成23年10月12日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて

適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。 

１．自己株式の取得を行う理由 

 将来の経営環境の変化に対応する機動的な資本政策の遂行を可能とするため、また、株主の皆様

への利益還元を図るため、自己株式の取得を行うものであります。 

２．取得に係る事項の内容 

    ①取得する株式の種類 当社普通株式 

    ②取得する株式の総数 1,700千株（上限） 

               (発行株式総数(自己株式を除く)に占める割合 5.05%) 

    ④取得価額の総額   150,000千円（上限） 

    ③取得期間      平成23年10月13日～平成23年12月８日 

    ⑤取得の方法     信託方式による市場買付 

  

  

  

  

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(7) 重要な後発事象
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