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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

21年3月期第3四半期 11,118 ― 1,767 ― 1,764 ― 1,022 ―

20年3月期第3四半期 10,095 34.3 1,455 66.9 1,421 67.7 807 62.1

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3月期第3四半期 4,701.90 4,570.18
20年3月期第3四半期 3,761.31 3,614.26

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3月期第3四半期 9,704 6,675 68.8 30,705.56
20年3月期 10,450 6,000 57.4 27,669.70

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  6,675百万円 20年3月期  6,000百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 1,500.00 1,500.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 1,700.00 1,700.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結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 15,000 9.2 2,209 13.4 2,300 15.9 1,335 24.2 6,099.05

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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  無  

(3) 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（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もの） 

[（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、3ページ【定性的情報・
財務諸表等】 3．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
2．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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3月期第3四半期  217,400株 20年3月期  216,850株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  217,383株 20年3月期第3四半期  214,692株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的
な金融危機による株価の下落、急激な円高等の影響により、企業の設備投資や個人消費が低迷し厳しさを
増しました。 
 このような経済状況の下、主要顧客である大企業、官公庁等は、従業員の価値観・ニーズに合致した幅
広い福利厚生サービスを効率的に提供するため、福利厚生のアウトソーシングを推進しており、市場は持
続的な成長軌道にあります。 
 当社グループといたしましては、法人会員に対して提案営業を推進し、育児・介護を中心としたワーク
ライフ・バランスに配慮した福利厚生サービスメニューを拡大しております。また、報奨金などをポイン
ト化し管理・運営をするサービス「インセンティブ・カフェ」や、グルメ中心の「会員事業」「標章事
業」等の拡充を図ると共に、更に平成20年４月より健康保険法施行に伴う「特定健康診査・特定保健指
導」の義務化による新サービスを開始しております。加えて、連結子会社の株式会社ベネフィットワン・
パートナーズの「カスタマー・ロイヤリティー・プログラム（企業顧客満足度向上のための物販およびサ
ービス提供）」を提供するなど、グループをあげて、新規サービスに取り組むことにより、個人および法
人会員へのサービス提供体制を強化しております。 
 こうした取組みの結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間における売上高は11,118百万円、営
業利益1,767百万円、経常利益1,764百万円、四半期純利益は1,022百万円となりました。 
  

当第３四半期末の総資産は前連結会計年度末に比して745百万円減少し、9,704百万円となりました。 
 流動資産においては、1,688百万円減少し5,200百万円となり、これは主に、現金及び預金の減少692百
万円、受取手形及び売掛金の減少559百万円、ガイドブック等商品の減少244百万円によるものでありま
す。 
 また、固定資産においては、942百万円増加し、4,504百万円となりました。これは主に、松山カスタマ
ーセンター建設等に伴う有形固定資産の増加781百万円、業務系システム取得等に伴う無形固定資産の増
加177百万円によるものであります。 

当第３四半期末の負債は前連結会計年度末に比して1,420百万円減少し、3,029百万円となりました。 
 流動負債においては、1,439百万円減少し2,961百万円となり、これは主に仕入債務が減少したことによ
る支払手形及び買掛金の減少1,010百万円、未払法人税等の減少309百万円によるものであります。 
 また、固定負債においては、18百万円増加し、67百万円となりました。 

当第３四半期末の純資産は前連結会計年度末に比して675百万円増加し、6,675百万円となりました。こ
れは主に、第３四半期連結累計期間における四半期純利益1,022百万円、配当金支払325百万円によるもの
であります。 
  
この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の57.4％から68.8％となりました。 
  

当第３四半期連結累計期間における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
に比して691百万円減少し、3,082百万円となりました。 
 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因を以下に記載します。

営業活動の結果得られた資金は、1,081百万円となりました。 
 資金増加の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,736百万円、売上債権の減少557百万円等によるも
のであります。 
 資金減少の主な内訳は、ガイドブック制作にかかる支出を中心に仕入債務の減少1,010百万円によるも
のであります。 

投資活動の結果使用した資金は、1,459百万円となりました。 
これは主に、有形固定資産の取得による支出888百万円と無形固定資産の取得による支出505百万円等によ
るものであります。 

財務活動の結果使用した資金は、314百万円となりました。 
これは主に、利益処分による配当金の支払324百万円があったこと等によるものであります。 

  

・定性的情報・財務諸表等

１. 連結経営成績に関する定性的情報

２. 連結財政状態に関する定性的情報
(1) 資産、負債及び純資産の状況
 ① 資産

 ② 負債  

 ③ 純資産  

(2) 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）

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）
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第３四半期連結累計期間における業績につきましては、予定通り順調に推移しており、平成20年10月６
日発表時の通期の業績予想と変更はございません。 
 なお、連結業績予想における１株当たり当期純利益は、平成21年１月に行使された新株予約権等に基づ
き算定した期中平均株式数により算出しております。 

  
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

・会計処理基準に関する事項の変更 
1.当連結会計年度より「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、
「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

2.通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっ
ておりましたが、第１四半期連結会計期間より「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、主として移動平均法による原価法（貸借
対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
これによる当第３四半期連結累計期間に係る損益への影響はありません。 

3.所有権移転外のファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計
処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６
月17日（企業会計審議会第一部会）、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」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制
度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半
期連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会
計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイ
ナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法を採用しております。 
これによる当第３四半期連結累計期間に係る損益に与える影響は軽微であります。 

３. 連結業績予想に関する定性的情報

４. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 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

(3) 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

㈱ベネフィット・ワン(2412)平成21年３月期第３四半期決算短信

- 3 -



5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,880 3,572

受取手形及び売掛金 1,562 2,121

有価証券 202 201

商品 151 395

貯蔵品 13 14

その他 404 598

貸倒引当金 △14 △15

流動資産合計 5,200 6,888

固定資産   

有形固定資産 1,605 824

無形固定資産   

のれん 223 247

ソフトウエア 1,368 1,167

その他 7 7

無形固定資産合計 1,599 1,422

投資その他の資産   

その他 1,300 1,316

貸倒引当金 △1 △3

投資その他の資産合計 1,298 1,313

固定資産合計 4,504 3,561

資産合計 9,704 10,450
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 763 1,774

1年内返済予定の長期借入金 2 2

未払法人税等 273 582

預り金 1,161 939

その他 760 1,102

流動負債合計 2,961 4,400

固定負債   

長期借入金 5 7

ポイント引当金 46 31

その他 16 10

固定負債合計 67 48

負債合計 3,029 4,449

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,427 1,421

資本剰余金 1,367 1,361

利益剰余金 3,934 3,237

株主資本合計 6,729 6,019

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △54 △19

評価・換算差額等合計 △54 △19

少数株主持分 0 0

純資産合計 6,675 6,000

負債純資産合計 9,704 10,450
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 11,118

売上原価 6,552

売上総利益 4,565

販売費及び一般管理費 2,798

営業利益 1,767

営業外収益  

受取利息 4

受取配当金 3

受取手数料 0

その他 1

営業外収益合計 10

営業外費用  

持分法による投資損失 6

解約返戻金 2

その他 3

営業外費用合計 13

経常利益 1,764

特別利益  

投資有価証券売却益 0

特別利益合計 0

特別損失  

固定資産除却損 27

固定資産売却損 0

特別損失合計 28

税金等調整前四半期純利益 1,736

法人税、住民税及び事業税 705

法人税等調整額 8

法人税等合計 713

少数株主利益 0

四半期純利益 1,022
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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 1,736

減価償却費 341

固定資産除却損 27

固定資産売却損益（△は益） 0

投資有価証券売却損益（△は益） △0

ポイント引当金の増減額（△は減少） 15

持分法による投資損益（△は益） 6

受取利息及び受取配当金 △7

支払利息 0

売上債権の増減額（△は増加） 557

たな卸資産の増減額（△は増加） 245

仕入債務の増減額（△は減少） △1,010

預り金の増減額（△は減少） 221

その他 △127

小計 2,006

利息及び配当金の受取額 7

利息の支払額 △0

補助金の受取額 82

法人税等の支払額 △1,015

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,081

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 △888

有形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 △505

投資有価証券の売却による収入 2

子会社株式の取得による支出 △31

その他 △37

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,459

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 12

配当金の支払額 △324

その他 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △314

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △691

現金及び現金同等物の期首残高 3,774

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △0

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,082
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当連結会計年度より「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、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 
 当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31日） 

当社及び連結子会社は、企業の福利厚生代行サービスを中心としたアウトソーシング事業とゲス

トハウス事業等を行っており、アウトソーシング事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメン

トの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、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。 

 〔所在地別セグメント情報〕 
 当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12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重要な在外支店がないため、該当事項はありま

せん。 

 〔海外売上高〕 
 当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 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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 前年同四半期にかかる財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

「参考資料」

前年同四半期 

(平成20年３月期 

第３四半期)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 10,095

Ⅱ 売上原価 6,076

  売上総利益 4,019

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,564

  営業利益 1,455

Ⅳ 営業外収益 6

Ⅴ 営業外費用 40

  経常利益 1,421

Ⅵ 特別利益 35

Ⅶ 特別損失 50

  税金等調整前四半期純利益 1,405

  法人税、住民税及び事業税 611

  法人税等調整額 △13

  少数株主利益 0

  四半期純利益 807
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（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

前年同四半期

(平成20年３月期

第３四半期)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 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 1,405

 減価償却費 258

 ポイント引当金の増減額（減少：△） 12

 固定資産圧縮損 35

 投資有価証券評価損 13

 固定資産除却損 2

  設備補助金収入 △35

 受取利息及び受取配当金 △5

 支払利息 0

 持分法による投資損益（利益：△） 37

 売上債権の増減額（増加：△） △189

 前払費用の増減額（増加：△） 390

 仕入債務の増減額（減少：△） △570

 未払金の増減額（減少：△） △143

 預り金の増減額（減少：△） 345

 その他 5

    小計 1,562

 利息及び配当金の受取額 5

 利息の支払額 △0

 補助金の受取額 110

 法人税等の支払額 △760

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー
917
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前年同四半期 

(平成20年３月期 

  第３四半期)

区分 金額(百万円)

Ⅱ 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 △177

 有形固定資産の売却による収入 2

 無形固定資産の取得による支出 △428

 関係会社の株式取得に伴う支出 △30

 貸付けによる支出 △4

 貸付金の回収による収入 1

 その他 △56

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー
△692

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー

 短期借入金の返済による支出 △6

 株式の発行による収入 13

 少数株主への株式の発行による収入 0

 配当金の支払額 △149

 その他 △1

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー
△143

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 

  （減少:△）
82

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,617

Ⅵ 現金及び現金同等物 

  の四半期末残高
2,699
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