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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第13期
第２四半期
累計期間

第13期
第２四半期
会計期間

第12期

会計期間

　 自平成21年
　　 ３月１日
　 至平成21年
　　 ８月31日

　 自平成21年
     ６月１日
　 至平成21年
　　 ８月31日

 　自平成20年
　   ３月１日
 　至平成21年
　　 ２月28日

売上高（千円） 4,064,494 1,896,593 11,446,734

経常利益（千円） 149,516 16,022 1,314,014

四半期（当期）純利益又は四半期純損失（△）（千

円）
61,395 △9,523 381,277

資本金（千円） － 1,080,900 1,080,900

発行済株式総数（株） － 123,590 133,020

純資産額（千円） － 3,338,331 3,368,263

総資産額（千円） － 6,579,615 7,996,552

１株当たり純資産額（円） － 29,242.82 29,505.02

１株当たり四半期（当期）純利益金額又は四半期純

損失金額（△）（円）
537.81 △83.43 3,009.50

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金

額（円）
537.48 － 3,004.40

１株当たり配当額（円） －　 － 800

自己資本比率（％） － 50.7 42.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△243,526 － －

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△192,500 － －

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△347,682 － －

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 2,571,422 －

従業員数（人） － 779 677

（注）１．当社は第13期より四半期連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移

については記載しておりません。

２．売上高には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含んでおりません。

３. 第12期まで連結財務諸表を作成しているため、第12期の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、財務活動によるキャッシュ・フロー並びに現金及び現金同等物の期末残高については

記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

　

 

３【関係会社の状況】

　当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成21年８月31日現在

従業員数（人） 779  

　（注）従業員数は就業人員数であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当社の主たる業務は、インターネットを利用した求人求職情報掲載料の売上であり、提供するサービスには生産

に該当する事項がありませんので、生産実績に関する記載はしておりません。

　　

　　(2）受注状況

　生産実績と同様の理由により、記載を省略しております。

　　

　　(3）販売実績

　当第２四半期会計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

 
当第２四半期会計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

はたらこねっと（千円） 388,958

バイトルドットコム（千円） 1,288,873

ジョブエンジン（千円）　 218,162

その他（千円） 600

計（千円） 1,896,593

　　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 　　　 　 　　 　　 

２【事業等のリスク】

　　当第２四半期会計期間において、事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

　

EDINET提出書類

ディップ株式会社(E05368)

四半期報告書

 4/24



３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況　

　当第２四半期会計期間におけるわが国の経済情勢は、輸出や生産など一部に回復の兆しは見えるものの、昨秋以降

の世界的な金融危機による不況の影響により、企業収益の悪化や、個人消費の低迷等が継続しており、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・完全失業率ともに過去最低を更新する等さらに厳しさを増してお

り、企業の採用抑制等の影響によ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。

　このような経営環境の中、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、未進出エリアへの

展開や求人意欲の最も高い医療領域への進出等新たな施策も実施してまいりましたが、雇用情勢悪化の影響を受け、

売上高は減少いたしました。しかしながら、求人広告市場全体の縮小と比較し、低い減収率に留めることにより、市

場内シェアを確実に伸ばしてまいりました。

　一方、厳しさを増す経営環境を想定し第１四半期会計期間より大幅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、収益化を実現すべく様々な施策を推進してまいりました。

その結果、当第２四半期会計期間の売上高は18億96百万円、経常利益は16百万円、四半期純損失は９百万円となり　ま

した。 

　 　 

(2) キャッシュ・フローの状況

  当第２四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、第１四半期会計期間末より　　 　

　　　１億74百万円減少の25億71百万円となりました。　　

　   

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、得られた資金は18百万円となりました。これは主に売上債権の減少１億８百万円、その他の負

      債の減少70百万円等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90百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出８百万円及

      び無形固定資産の取得による支出86百万円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１億２百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出83百万円

      及び配当金の支払額19百万円によるものであります。

　 

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題　

　  当第２四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。  

　

(4) 研究開発活動

　  　  該当事項はありません。 
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

  当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

  

(2）設備の新設、除却等の計画

  当第２四半期会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設等について完了したものは、

次のとおりであります。

 
事業所名
（所在地）

設備の内容  目的
帳簿価額
（千円）

データセンター　

（東京都江東区）
ソフトウェア

はたらこねっとサイト、バイトルドット

コムサイト、ジョブエンジンサイトのリ

ニューアル

166,125

 （注） 上記の金額には、消費税等は含んでおりません。

　　　 　

  また、当第２四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

  ①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

 普通株式 426,800

計 426,800

 ②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成21年８月31日）

提出日現在発行（株）
（平成21年10月15日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 123,590 123,590
東京証券取引所

（マザーズ）

　 

当社は単元株制度は採

用しておりません。

　

計 123,590 123,590 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年10月１日からこの四半期報告書提出日までの、新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 （平成15年８月22日臨時株主総会決議　平成15年９月26日発行　第１回新株予約権）

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年８月31日）

新株予約権の数（個） 　　　41

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 410　（注）１、３

新株予約権の行使時の払込金額（円） 　　　１株につき　　20,000　（注）２、３

新株予約権の行使期間
自　平成17年８月23日

至　平成25年８月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　20,000　（注）２、３ 

　　資本組入額　　10,000　（注）２、３ 

新株予約権の行使の条件

①  新株予約権発行時において当社または当社子会社の取

締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時におい

ても当社、当社子会社または当社の関係会社の役員また

は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りで

ない。

②  新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者に

おいて、これを行使することを要する。

③  その他の権利行使の条件は新株予約権付与契約により

決定するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整します。（１株未満の株式は切捨て）

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　　　　　　また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

 分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める調整を行います。

２．当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により調整し

 ます。（１円未満の端数は切上げ）

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

します。

また、株式の分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整します。（１円未満の端数は切上げ） 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社が必要と認める調整を行います。

３．平成15年10月22日付けをもって１株を２株に、また平成16年10月20日付けをもって１株を５株に分割してお

ります。これに伴い、株式の数は1株から10株に、新株予約権の行使時の払込金額は１株につき200,000円から

20,000円に、それぞれ修正されております。
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 （平成17年５月25日第８期定時株主総会決議　平成17年７月１日発行　第２回新株予約権）

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年８月31日）

新株予約権の数（個） 　　　712

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 712　（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株につき　　304,000　（注）２

新株予約権の行使期間
自　平成19年５月26日

至　平成24年５月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　304,000　（注）２

　 資本組入額　　152,000　（注）２ 

新株予約権の行使の条件　

①　新株予約権者のうち、当社及び当社子会社の取締役、監

査役、従業員については、当該新株予約権の行使時におい

て当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位に

あることを要する。ただし、任期満了によりもしくは法令

変更に伴い退任した場合または定年で退職した場合は、

なお、その後も権利を行使することができる。

②　その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で

締結する契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 　新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整します。（１株未満の株式は切捨て）

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

また、発行日後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむ

を得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で調整

します。

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整します。（１円未満の端数は

切上げ）

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権発行以降、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により調整します。（１円未満の端数は切上げ）

 
既発行株式数 ＋

 新規発行（処分）株式数 × １株当たりの払込金額　

　　　　　　

調整後払込金額＝ 調整前払込金額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行(処分)株式数

また、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由

が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で調整します。
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　（平成17年５月25日第８期定時株主総会決議　平成17年12月28日発行　第３回新株予約権）

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年８月31日）

新株予約権の数（個） 　　　170

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 170　（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）
１株につき　　204,488　（注）２

　　　　　　　　　

新株予約権の行使期間
　　　　　　　　自　平成19年５月26日

　　　　　　　　至　平成24年５月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

　　発行価格  　　204,488　（注）２

資本組入額　  102,244　（注）２

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者のうち、当社及び当社子会社の取締役、監

査役、従業員については、当該新株予約権の行使時におい

て当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位に

あることを要する。ただし、任期満了によりもしくは法令

変更に伴い退任した場合または定年で退職した場合は、

なお、その後も権利を行使することができる。

②　その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で

締結する契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整します。（１株未満の株式は切捨て）

          調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

また、発行日後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行なう場合等、付与株式数の調整を必要とするや

むを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で調

整します。

２．新株予約権１個当たりの払込金額は、次により決定される１株当たりの払込金額（以下、「払込金額」とい

う。）に新株予約権１個の株式数を乗じた金額とします。

払込金額は、新株予約権発行の日の属する月の前月各日（取引が成立しない日を除く。）における当社株式

の東京証券取引所の終値（以下、「終値」という。）の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切上

げ）とします。ただし、その金額が新株予約権発行の日の前日の終値（取引がない場合は、その日に先立つ直

近日の終値）を下回る場合には、当該終値を払込金額とします。

なお、新株予約権発行以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により調整します。（１

円未満の端数は切上げ）

調整後払込金額＝  調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権発行以降、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により調整します。（１円未満の端数は切上げ）

 
既発行株式数 ＋

新規発行（処分）株式数 × １株当たりの払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×
１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行(処分)株式数

また、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由

が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で調整します。　
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（３）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

 

 平成21年６月１日～

平成21年８月31日 

　

－ 123,590 － 1,080,900 － －

 

（５）【大株主の状況】

　 平成21年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

冨田　英揮 東京都港区 66,560　 53.85

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海1-8-11 2,566 2.07

e-まちタウン株式会社 東京都豊島区南池袋3-13-5 1,678 1.35

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）
東京都港区浜松町2-11-3 1,542 1.24

パーシング　ディヴィジョン　オブ　

ドナルドソンラフキン　アンド　ジェ

ンレット　エスイーシー　コーポレイ

ション

（常任代理人　シティバンク銀行株

式会社）　

ONE PERSHING PLAZA JERSEY CITY NEW

JERSEY U.S.A.

（東京都品川区東品川2-3-14）　

1,524 1.23

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内1-9-1 1,117 0.90

エイチエスビーシー　バンク　ピーエ

ルシー　クライアンツ　ユーケー　

タックス　トリーティー

（常任代理人　香港上海銀行東京支

店）　

8 CANADA SQUARE, LONDON E14 5H Q

（東京都中央区日本橋3－11－1）　
799 0.64

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1-2-10 620 0.50

野村證券株式会社　 東京都中央区日本橋1-9-1 457 0.36

ディップ従業員持株会 東京都港区六本木1-6-1 416 0.33

計 － 77,279 62.52

　（注）上記のほか、（６)議決権の状況 ②自己株式等に記載しております自己株式が大株主に該当いたします。　
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（６）【議決権の状況】

 

　①【発行済株式】 

 平成21年８月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）   普通株式　　  9,431 － －

完全議決権株式（その他）   普通株式　  114,159 114,159
 権利内容に何ら限定のない当

 社における標準となる株式

単元未満株式  － － －

発行済株式総数 123,590 － －

総株主の議決権 － 114,159 －

　 （注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が３株含まれております。　　　　　また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数３個が含まれております。

　

 　　　②【自己株式等】

 平成21年８月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

ディップ株式会社   
東京都港区六本木一丁目６

番１号
9,431 － 9,431 7.63

計 － 9,431 － 9,431 7.63

  　

２【株価の推移】

 【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成21年３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

最高（円） 26,800 26,220 24,470 29,100 25,700 29,300

最低（円） 22,160 19,020 19,780 22,530 20,000 23,500

　（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。　

  

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。　

　（１）役職の異動

新役名 新職名 旧役名　　　　　　 旧職名 氏名 異動年月日

   取   締   役

   執行役員専務

   エージェント

   事業本部長

   取   締   役

   執行役員専務

  エージェント

  事 業  統 括
 
  はたらこねっと

  事 業 本 部 長

 岩田  和久  平成21年９月１日
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期会計期間（平成21年６月１日から平

成21年８月31日まで）及び当第２四半期累計期間（平成21年３月１日から平成21年８月31日まで）に係る四半期

財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

　なお、有限責任監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって監査法人トー

マツから名称変更しております。　

　

３．四半期連結財務諸表について

　当社の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日に全事業をディップ株式

会社に譲渡しており、３月16日付けで解散となり重要性が低下したため、四半期連結財務諸表を作成しておりま

せん。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年８月31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 2,571,422 3,355,131

受取手形及び売掛金 1,416,019 1,914,868

仕掛品 25,890 39,971

その他 552,945 676,709

貸倒引当金 △210,302 △216,967

流動資産合計 4,355,975 5,769,713

固定資産

有形固定資産 ※
 477,850

※
 529,737

無形固定資産

ソフトウエア 789,323 635,459

その他 273,796 349,096

無形固定資産合計 1,063,119 984,556

投資その他の資産

その他 744,208 754,544

貸倒引当金 △61,538 △41,999

投資その他の資産合計 682,669 712,544

固定資産合計 2,223,639 2,226,838

資産合計 6,579,615 7,996,552

負債の部

流動負債

買掛金 67,756 39,950

1年内返済予定の長期借入金 490,500 498,800

前受収益 648,512 1,007,004

その他 331,615 1,130,134

流動負債合計 1,538,384 2,675,889

固定負債

長期借入金 1,702,000 1,951,400

その他 900 1,000

固定負債合計 1,702,900 1,952,400

負債合計 3,241,284 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 1,498,150 1,528,082

自己株式 △372,128 △744,217

株主資本合計 3,338,331 3,368,263

純資産合計 3,338,331 3,368,263

負債純資産合計 6,579,615 7,996,552
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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）

当第２四半期累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年８月31日)

売上高 4,064,494

売上原価 390,216

売上総利益 3,674,278

販売費及び一般管理費 ※
 3,531,876

営業利益 142,401

営業外収益

受取利息 586

子会社清算益 4,891

その他 15,139

営業外収益合計 20,618

営業外費用

支払利息 13,420

その他 82

営業外費用合計 13,503

経常利益 149,516

特別損失

固定資産除却損 1,925

特別損失合計 1,925

税引前四半期純利益 147,591

法人税、住民税及び事業税 71,369

法人税等調整額 14,825

法人税等合計 86,195

四半期純利益 61,395
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期会計期間
(自　平成21年６月１日
　至　平成21年８月31日)

売上高 1,896,593

売上原価 202,492

売上総利益 1,694,100

販売費及び一般管理費 ※
 1,682,908

営業利益 11,192

営業外収益

受取利息 392

その他 10,725

営業外収益合計 11,117

営業外費用

支払利息 6,206

その他 82

営業外費用合計 6,288

経常利益 16,022

特別損失

固定資産除却損 1,925

特別損失合計 1,925

税引前四半期純利益 14,096

法人税、住民税及び事業税 5,712

法人税等調整額 17,907

法人税等合計 23,620

四半期純損失（△） △9,523
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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２四半期累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年８月31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 147,591

減価償却費 153,286

のれん償却額 36,269

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,873

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 △586

支払利息 13,420

子会社清算益 △4,891

固定資産除却損 1,925

売上債権の増減額（△は増加） 481,844

仕入債務の増減額（△は減少） 27,806

前受収益の増減額（△は減少） △358,491

その他の資産の増減額（△は増加） 133,982

その他の負債の増減額（△は減少） △376,453

その他 14,783

小計 151,122

利息及び配当金の受取額 586

子会社清算配当金の受取額 4,891

利息の支払額 △13,257

法人税等の支払額 △386,869

営業活動によるキャッシュ・フロー △243,526

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 △17,970

無形固定資産の取得による支出 △175,098

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 5,555

その他 △1,900

投資活動によるキャッシュ・フロー △192,500

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 △257,700

配当金の支払額 △89,982

財務活動によるキャッシュ・フロー △347,682

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △783,709

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 ※
 2,571,422

EDINET提出書類

ディップ株式会社(E05368)

四半期報告書

18/24



【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】

 
当第２四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年８月31日）

１.会計処理基準に関す 

る事項の変更

(1) 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。

 

(2) 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指針」（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。

 

　

　

　

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末
（平成21年８月31日）

前事業年度末
（平成21年２月28日）

※　有形固定資産の減価償却累計額 435,413千円 ※　有形固定資産の減価償却累計額 381,906千円
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（四半期損益計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年８月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は

　次のとおりであります。

給料手当 1,604,012千円

貸倒引当金繰入額 14,061千円　

　

　

当第２四半期会計期間

（自　平成21年６月１日

                  至  平成21年８月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は

  次のとおりであります。

     給料手当　　　　　　            776,287千円　　

     貸倒引当金繰入額                 14,061千円   

　　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年８月31日）

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

　表に掲記されている科目の金額との関係

 　　　　　　　　　　　　　（平成21年８月31日現在）

    現金及び預金勘定 2,571,422千円

    現金及び現金同等物 2,571,422千円

　

（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成21年８月31日）及び当第２四半期累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21

年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

  普通株式　　　　　123,590株

 

２．自己株式の種類及び株式数

  普通株式　　　　　　9,431株

 

３．配当に関する事項

 　　配当金支払額

 　（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年５月23日

定時株主総会
普通株式 91,327 800平成21年２月28日平成21年５月25日利益剰余金

 　

４. 株主資本の著しい変動に関する事項

 　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  　
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（ストック・オプション等関係）

当第２四半期会計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）

１．ストック・オプションに係る当第２四半期会計期間における費用計上額及び科目名

  該当事項はありません。

 

２．当第２四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容

　  該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
（平成21年８月31日）

前事業年度末
（平成21年２月28日）

１株当たり純資産額 29,242.82円 １株当たり純資産額 29,505.02円

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額等

当第２四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年８月31日）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

１株当たり四半期純利益金額 537.81円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
537.48円

１株当たり四半期純損失金額 83.43円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、１株当た

り四半期純損失が計上されているため記載しておりませ

ん。　

　（注）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第２四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年８月31日）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額
　 　

四半期純利益又は純損失（△）（千円） 61,395 △9,523

普通株主に帰属しない金額（千円） －　 －

普通株式に係る四半期純利益又は純損失（△）

（千円）
61,395 △9,523

期中平均株式数（株） 114,159 114,159

 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 69 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

第２回新株予約権　80個

普通株式　　　　　80株 

　なお、概要は「第４提出会社の

状況、１株式等の状況、（２）新

株予約権等の状況」に記載のと

おりであります。

－
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（重要な後発事象）

　　　　当社は平成21年９月18日開催の取締役会において、下記のとおりシンジケーション方式のコミットメントライン

      契約の締結を決議し、平成21年９月25日に契約を締結いたしました。

      （１）目的

        今後当社が長期的に競争力を維持していくため、事業運転資金を確保し、財務基盤の安定化を図ることを目的と

      しております。

　　　（２）内容及び使途

　　　　　①  契約金額　3,000,000千円

　　　　　②　使    途  運転資金

　　　　　③  利　　率　全国銀行協会TIBOR+0.75％

　　　　　④  契 約 日　平成21年９月25日

　　　　　⑤　発 効 日　平成21年９月25日

　　　　　⑥　コミットメント期間　発効日から２年後の応当日

　　　　　⑦　返済方法　満期日に一括返済

　　　　　⑧　担保及び保証　該当なし

　　　　　⑨　財務制限条項　

              （i） 各年度の決算期の末日における純資産額が、当該決算期の直前の決算期の末日または2009年２月に

　　　　　　　　　　終了する決算期の末日における純資産額のいずれか大きい方の75％以上を維持すること。

              （ii）２期連続して経常損失を計上しないこと

        　⑩　アレンジャー兼エージェント　株式会社三菱東京UFJ銀行

　　　　　⑪　ジョイントアレンジャー　　　株式会社三井住友銀行

　　　　　⑫　コ・アレンジャー　　　　　　株式会社りそな銀行

　　　　　⑬　貸付人　　　　　　　　　　　株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社千葉銀行、株式会社横浜銀行　

　　　

　

２【その他】

　 該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

　 平成21年10月７日

ディップ株式会社 　 　

取締役会　御中 　 　

　 有限責任監査法人トーマツ　

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 　中野　眞一　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 　山口　更織　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているディップ株式会

社の平成２１年３月１日から平成２２年２月２８日までの第１３期事業年度の第２四半期会計期間（平成２１年６月１日

から平成２１年８月３１日まで）及び第２四半期累計期間（平成２１年３月１日から平成２１年８月３１日まで）に係る

四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対

する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ディップ株式会社の平成２１年８月３１日現在の財政状態、同日をもって終了する

第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に

表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

　　　　　　報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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