
 

 

 

   

 

 
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    ： 無 
  

 

   
 

 
  

 
 (注) 22年3月期第3四半期につきましては、連結財務諸表を作成しているため記載しておりません。 

  
  

   

 

 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 
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1. 平成23年３月期第３四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年12月31日）

 (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 ％

 23年3月期第3四半期 10,753 － 1,458 － 1,467 － 851 －

 22年3月期第3四半期 － － － － － － － －

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

 23年3月期第3四半期 3,869 44 3,862 70

 22年3月期第3四半期 － －

 (2) 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

 23年3月期第3四半期 10,950 8,210 75.0 37,298 00

 22年3月期 11,304 7,912 70.0 35,940 78

(参考) 自己資本  23年3月期第3四半期 8,210百万円  22年3月期 7,912百万円

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

 22年3月期 － 0 00 － 2,500 00 2,500 00

 23年3月期 － 0 00 －

 23年3月期(予想) 2,500 00 2,500 00

3. 平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31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 15,400 － 2,440 － 2,500 － 1,475 － 6,703 21



  

 

 
    (注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

 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いませ

ん。 

  

 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）３ページ「(3) 業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

 また、当社は、昨年度連結財務諸表を作成しておりましたが、平成21年７月１日付で連結子会社株式

会社ベネフィットワン・パートナーズ及び株式会社グローバルヘルスケアを吸収合併したため、今年

度、連結財務諸表非作成会社となりました。そのため、今年度より四半期財務諸表を作成しておりま

す。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.３「２. その他の情報」をご覧ください。）

(1) 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。

(2) 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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期3Ｑ 224,940株 22年3月期 224,940株

② 期末自己株式数 23年3月期3Ｑ 4,800株 22年3月期 4,800株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Ｑ 220,140株 22年3月期3Ｑ 219,204株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期累計期間のわが国経済は、一部企業収益が改善し設備投資も持ち直しているものの雇用情
勢は失業率が高水準にあるなど、依然厳しい状況下で推移しております。  
 このような経済状況の下、民間企業、官公庁は、従業員の福利厚生に関し、多様なニーズに応えるサー
ビスを経済的に提供することを目的に、アウトソーシングの活用を検討・実施しております。 
 当社は、これに対応するため、民間企業、官公庁に提案営業を積極的に推進すると共に、福利厚生サー
ビスについて宿泊、スポーツ、育児、介護などのメニューを拡充し、優れたワークライフ・バランスを実
現するよう努めております。 
 また、企業顧客満足度向上のためのサービス「カスタマー・リレーションシップ・マネージメント（Ｃ
ＲＭ）事業」、特定健康診査・特定保健指導等を主力サービスとした「ヘルスケア事業」、「インセンテ
ィブ事業」にも注力して参りました。 
 こうした取組みの結果、当第３四半期累計期間の売上高は10,753百万円、営業利益は1,458百万円、経
常利益は1,467百万円、四半期純利益は851百万円となりました。 
 なお、当社は、昨年度連結財務諸表を作成しておりましたが、平成21年７月１日付で連結子会社株式会
社ベネフィットワン・パートナーズ及び株式会社グローバルヘルスケアを吸収合併したため、今年度、連
結財務諸表非作成会社となりました。そのため、ここでは前第３四半期連結累計期間との比較は行ってお
りませんが、その対比については７ページの「４.補足情報」をご覧ください。 
  

当第３四半期会計期間末の総資産は前事業年度末に比して353百万円減少し、10,950百万円となりまし
た。 
 流動資産は、79百万円減少し7,456百万円となり、これは主に、現金及び預金の増加458百万円、売掛金
の減少170百万円、ガイドブック等たな卸資産の減少120百万円、前払費用の減少147百万円によるもので
あります。 
 また、固定資産は、273百万円減少し、3,493百万円となりました。これは主に、減価償却等による無形
固定資産の減少219百万円によるものであります。 

当第３四半期会計期間末の負債は前事業年度末に比して652百万円減少し、2,739百万円となりました。
 流動負債は、695百万円減少し2,609百万円となり、これは主にガイドブック制作費等買掛金の減少500
百万円、未払法人税等の減少267百万円によるものであります。 
 また、固定負債は、42百万円増加し、129百万円となり、これは主に資産除去債務の増加42百万円によ
るものであります。 

当第３四半期会計期間末の純資産は前事業年度末に比して298百万円増加し、8,210百万円となりまし
た。これは主に、当第３四半期累計期間における四半期純利益851百万円、配当金550百万円によるもので
あります。 
この結果、自己資本比率は、前事業年度末の70.0％から75.0％となりました。 
  

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）の残高は、前事業年度末
に比して659百万円増加し、4,851百万円となりました。 
 当第３四半期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。 
 なお、当社は、昨年度連結財務諸表を作成しておりましたが、平成21年７月１日付で連結子会社株式会
社ベネフィットワン・パートナーズ及び株式会社グローバルヘルスケアを吸収合併したため、今年度、連
結財務諸表非作成会社となりました。そのため、今年度より四半期財務諸表を作成しており、前第３四半
期連結累計期間との比較は行っておりません。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,198百万円の増加となりました。 
 資金増加の主な内訳は、税引前四半期純利益1,464百万円、減価償却費413百万円、売上債権の減少170
百万円、たな卸資産の減少120百万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500百万円、法人税等
の支払833百万円があったこと等によるものであります。 

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 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
 （資産）

 （負債）  

 （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）
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投資活動によるキャッシュ・フローは、18百万円の増加となりました。 
 資金増加の主な内訳は、定期預金の払戻200百万円によるものであります。 
 資金減少の主な内訳は、ソフトウエア等の無形固定資産の取得179百万円によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、557百万円の減少となりました。これは主に、配当金の支払549
百万円があったこと等によるものであります。 

  

当第３四半期累計期間の業績につきましては、概ね順調に推移しており、平成22年10月20日発表時の通
期の業績予想と変更はございません。 

  
  

該当事項はありません。 
  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 
 第１四半期会計期間より、「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」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31
日)を適用しております。 
 これにより、当第３四半期累計期間の営業利益及び経常利益は2百万円、税引前四半期純利益は27百万
円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は41百万円でありま
す。 

  

 （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）

(3) 業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,648 4,189

受取手形及び売掛金 1,994 2,165

有価証券 202 202

たな卸資産 122 242

その他 499 750

貸倒引当金 △11 △14

流動資産合計 7,456 7,536

固定資産

有形固定資産 1,592 1,623

無形固定資産 1,085 1,304

投資その他の資産

その他 816 839

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 816 838

固定資産合計 3,493 3,767

資産合計 10,950 11,304

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,023 1,523

未払法人税等 140 407

その他 1,445 1,373

流動負債合計 2,609 3,305

固定負債

ポイント引当金 22 52

その他 107 34

固定負債合計 129 86

負債合計 2,739 3,392

純資産の部

株主資本

資本金 1,514 1,514

資本剰余金 1,454 1,454

利益剰余金 5,567 5,265

自己株式 △330 △330

株主資本合計 8,206 7,904

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4 7

評価・換算差額等合計 4 7

純資産合計 8,210 7,912

負債純資産合計 10,950 11,304
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(2) 四半期損益計算書

【第３四半期累計期間】

（単位：百万円）

当第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 10,753

売上原価 6,717

売上総利益 4,036

販売費及び一般管理費 2,578

営業利益 1,458

営業外収益

受取配当金 5

受取賃貸料 2

その他 3

営業外収益合計 11

営業外費用

支払利息 0

コミットメントフィー 1

その他 0

営業外費用合計 2

経常利益 1,467

特別利益

ポイント引当金戻入額 26

その他 0

特別利益合計 27

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 24

その他 6

特別損失合計 30

税引前四半期純利益 1,464

法人税、住民税及び事業税 579

法人税等調整額 32

法人税等合計 612

四半期純利益 851
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

当第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12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 1,464

減価償却費 413

ポイント引当金の増減額（△は減少） △29

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 24

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） 170

たな卸資産の増減額（△は増加） 120

仕入債務の増減額（△は減少） △500

その他 265

小計 1,921

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 103

法人税等の支払額 △833

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,198

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 △12

無形固定資産の取得による支出 △179

定期預金の払戻による収入 200

その他 9

投資活動によるキャッシュ・フロー 18

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △549

その他 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △557

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 659

現金及び現金同等物の期首残高 4,192

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,851
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該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

前第３四半期連結累計期間と当第３四半期累計期間との経営成績対比 

当社は、昨年度連結財務諸表を作成しておりましたが、平成21年７月１日付で連結子会社株式会社ベネ
フィットワン・パートナーズ及び株式会社グローバルヘルスケアを吸収合併したため、今年度より連結財
務諸表非作成会社となりました。そのため、今年度より四半期財務諸表を作成しております。 
 なお、上記連結子会社は両社とも当社の完全子会社でありましたので補足情報として前第３四半期連結
累計期間の連結経営成績及び当第３四半期累計期間の個別経営成績を以下に記載いたします。 

  

 

 
  

 
 (注) 23年3月期第3四半期につきましては、個別財務諸表の数値を記載しており、22年3月期第3四半期につきまして

は、連結財務諸表の数値を記載しております。また、23年3月期第3四半期の対前年同四半期増減率は、22年3月
期第3四半期の連結財務諸表との対比により算出しております。 

  

  

(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

4. 補足情報

平成23年３月期第３四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年12月31日）

(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 ％

 23年3月期第3四半期
（個別）

10,753 5.4 1,458 △5.9 1,467 △5.6 851 △11.8

 22年3月期第3四半期
（連結）

10,206 △8.2 1,550 △12.3 1,554 △11.9 966 △5.5

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

 23年3月期第3四半期
（個別）

3,869 44 3,862 70

 22年3月期第3四半期
（連結）

4,407 45 4,384 37

㈱ベネフィット･ワン（2412）　平成23年３月期　第３四半期決算短信（非連結） 
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