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提出会社の経営指標等 

  

 
 (注) １ 前連結会計年度まで連結財務諸表を作成しているため、第15期第２四半期累計期間、第15期第２四半期 

   会計期間及び第15期事業年度に代えて第15期第２四半期連結累計期間、第15期第２四半期連結会計期間 

   及び第15期連結会計年度について記載しております。 

 ２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

 ３ 持分法を適用した場合の投資利益については、第15期第２四半期連結累計期間、第15期第２四半期連結 

   会計期間及び第15期連結会計年度は連結財務諸表等を作成しているため、第16期第２四半期累計期間及 

    び第16期第２四半期会計期間は関連会社がないため記載しておりません。  

  

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15期 

第２四半期 
連結累計期間

第16期
第２四半期 
累計期間

第15期
第２四半期 
連結会計期間

第16期 
第２四半期 
会計期間

第15期
連結会計年度

会計期間

自  平成21年
    ４月１日 
至  平成21年 
    ９月30日

自 平成22年
    ４月１日 
至  平成22年 
    ９月30日

自 平成21年
    ７月１日 
至  平成21年 
    ９月30日

自 平成22年 
    ７月１日 
至  平成22年 
    ９月30日

自  平成21年
    ４月１日 
至  平成22年 
    ３月31日

売上高 (百万円) 6,758 7,065 3,326 3,660 13,791

経常利益 (百万円) 714 687 525 375 2,444

四半期(当期)純利益 (百万円) 472 395 365 228 1,490

持分法を適用した 
場合の投資利益

(百万円) － － － － －

資本金 (百万円) － － － 1,514 －

発行済株式総数 (株) － － － 224,940 －

純資産額 (百万円) － － 6,882 7,751 7,912

総資産額 (百万円) － － 9,068 10,408 11,304

１株当たり純資産額 (円) － － 31,398.77 35,213.24 35,940.78

１株当たり四半期 
(当期)純利益金額

(円) 2,155.62 1,796.88 1,669.29 1,035.71 6,791.43

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益金額

(円) 2,143.04 1,793.67 1,659.42 1,033.98 6,761.18

１株当たり配当額 (円) － － － － －

自己資本比率 (％) － － 75.9 74.5 70.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △934 447 － － 777

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △54 99 － － 22

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △443 △552 － － △431

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(百万円) － － 2,390 4,186 4,192

従業員数 (名) － － 521 572 523
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当第２四半期会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はあ

りません。 

 また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

  

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。 

  

          平成22年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。 

２ 従業員数欄の( )は、契約社員及び派遣社員等(月間12日以上勤務のアルバイト数を含む)の期間平均雇用人

員数を外数で表示しております。 

  

  

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

 従業員数(名) 572（209）
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当社は、企業の福利厚生代行サービスを行っているため、生産実績及び受注実績については、該当事項

はありません。 

 また、当社は、国内において企業の福利厚生代行サービスを中心とした会員制サービス事業を主な事業

として展開しておりますが、事業セグメントを集約した結果、報告すべきセグメントは会員制サービス事

業のみであるため記載を省略しております。 

 このため、販売実績については、「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」に

おける業績説明に記載しております。 

  

当第２四半期会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項の

うち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記

載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 

 なお、重要事象等は存在しておりません。 

  

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。 

  

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。 

 なお、当社は、前連結会計年度は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、

当事業年度において連結財務諸表非作成会社となりました。そのため、当事業年度より四半期財務諸表を

作成しており、前第２四半期会計期間との比較・分析は行っておりません。 

（１）経営成績の分析 

当第２四半期会計期間のわが国経済は、企業収益の改善など自律回復に向けた動きがみられるもの

の、海外経済の下振れ懸念や為替レートの変動により景気が下押しされるリスクがあり、雇用情勢も失

業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況であります。  

 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

（ＣＲＭ）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２四半期会計期間の売上高は3,660百万円、営業利益は368百万円、経常

利益は375百万円、四半期純利益は228百万円となりました。 
  

当社は、国内において企業の福利厚生代行サービスを中心とした会員制サービス事業を主な事業とし

て展開しておりますが、事業セグメントを集約した結果、報告すべきセグメントは会員制サービス事業

のみであるため記載を省略しております。 

第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

２ 【事業等のリスク】

３ 【経営上の重要な契約等】

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】
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 なお、部門別売上高を示すと、次のとおりであります。 

①福利厚生部門 

当部門は、積極的な営業展開を行い新規サービス開始に努めた結果、当第２四半期会計期間の売上

高は3,559百万円となりました。 

②物販部門 

当部門は、消費低迷の影響を受けたこと等により、当第２四半期会計期間の売上高は100百万円と

なりました。 
  

また、当社の売上原価は、季節変動要因として第１四半期及び第２四半期にガイドブック作成費用

や補助金等の発生する割合が大きく、事業年度の第１四半期及び第２四半期の売上原価と第３四半期

及び第４四半期の売上原価との間に著しい相違があります。 

  

（２）財政状態の分析 

①資産 

当第２四半期会計期間末の総資産は前事業年度末に比して895百万円減少し、10,408百万円となりま

した。 

 流動資産は、713百万円減少し6,823百万円となり、これは主に、現金及び預金の減少205百万円、売

掛金の減少63百万円、ガイドブック等たな卸資産の減少121百万円、前払費用の減少228百万円によるも

のであります。 

 また、固定資産は、182百万円減少し、3,585百万円となりました。これは主に、投資抑制による無形

固定資産の減少160百万円によるものであります。 

  

当第２四半期会計期間末の負債は前事業年度末に比して735百万円減少し、2,656百万円となりまし

た。 

 流動負債は、784百万円減少し2,520百万円となり、これは主にガイドブック制作費等買掛金の減少

649百万円、未払法人税等の減少104百万円によるものであります。 

 また、固定負債は、49百万円増加し、136百万円となり、これは主に資産除去債務の増加42百万円、

ポイント引当金の減少28百万円によるものであります。 

  

当第２四半期会計期間末の純資産は前事業年度末に比して160百万円減少し、7,751百万円となりまし

た。これは主に、当第２四半期累計期間における四半期純利益395百万円、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74.5％となりました。 

  

（３）キャッシュ・フローの状況の分析 

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）の残高は、第１四半期

会計期間末に比して489百万円増加し、4,186百万円となりました。 

 当第２四半期会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。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、554百万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376百万円、減価償却費137百万円、仕入債務の増加264

百万円等によるものであります。 

 資金減少の主な内訳は、売上債権の増加367百万円等によるものであります。 

   ②負債  

   ③純資産  
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（投資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・フローは、20百万円の減少となりました。 

 資金減少の主な内訳は、有形固定資産の取得8百万円、無形固定資産の取得5百万円等によるものであ

ります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、44百万円の減少となりました。これは主に、配当金の支払42

百万円があったこと等によるものであります。 

  

（４）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、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた

課題はありません。 

  

（５）研究開発活動 

該当事項はありません。 

  

（６）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し 

福利厚生のアウトソーシングは、企業の経費削減ニーズと従業員の満足度向上の双方を達成するため

の極めて優れたサービスであります。今後、更にニーズに適合したサービスの整備・拡充を行うと共に

民間企業、官公庁に対し積極的な提案営業を行うことで啓蒙を含め市場の拡大に努めて参ります。 

 更に、「カスタマー・リレーションシップ・マネージメント（ＣＲＭ）事業」、「インセンティブ事

業」、「ヘルスケア事業」など、福利厚生サービスの活用や新規サービスの導入により新規市場を創出

し、既存の法人顧客へも訴求することで、早期に第二第三の中核事業を育成したいと考えております。

 かかる観点から、本年４月には、出張手配精算サービスを提供する「ビジネス・トラベル・マネージ

メント（ＢＴＭ）事業部」を設置しました。今後、民間企業、官公庁に対し、出張に係る経費節減、透

明性の確保、申請・精算事務の簡素化を提案することで、事業拡大を図る所存であります。 

  

（７）経営者の問題認識と今後の方針について 

当社は法人会員から入会金および個人会員数に応じた月会費を収受し、個人会員が宿泊施設等を利用

した際に、加入コースに応じた補助金を支給します。この補助金は当社の主要なコストになる反面、個

人会員の満足度を高めるために重要な役割を果たしております。 

 このコストの上昇を吸収するため、サービス提供企業から基本登録料および送客手数料を収受する等

収益機会の拡大を図っております。今後もこうした収益確保に努め、更に優良なサービス提供をいたし

ます。 

 また、日本の福利厚生制度では、カフェテリアプランを導入することで企業は法定外福利厚生費の予

算コントロールが可能となり、従業員は公平で且つ選択性があるといったメリットを享受できるように

なりました。 

 更に、欧米では、福利厚生費に加え給与、年金等の報酬総額を管理するトータルコンペンセーション

が主流であり、当社としても将来の制度の普及に備え、本サービスを提供すべく、給与計算会社、社宅

管理会社、金融機関など各専門分野の会社とのアライアンスの推進に努めてまいります。 

 一方、同業他社との間で会員獲得のための過当競争が発生する可能性があります。当社といたしまし

てはシェア拡大戦略により、サービス提供企業の協力を得て施設の利用料金の低価格化等を図り、競争

力のあるサービスを提供してまいります。 

 カスタマーセンターの予約受付等の業務は、宿泊施設等の利用が集中する夏期休暇や年末年始の時期

の約２ヶ月前に繁忙を極め、その業務量は時期により大きな差があります。 

 カスタマーセンターの適正な人員配置と業務効率の向上を心がけることにより、コストの低減と会員

満足度の向上を同時に充足するよう努めてまいります。 
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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。 

  

当第２四半期会計期間において、前四半期会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。 

 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。 

第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

(2) 設備の新設、除却等の計画
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（注） 提出日現在の発行数には、平成22年11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（旧新株

 引受権の権利行使を含む。以下同様）により発行された株式数は、含まれておりません。 

  

  

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 700,000

計 700,000

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22年９月30日)

提出日現在
発行数（株） 

(平成22年11月10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 224,940 224,940
東京証券取引所
市場第二部

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で
あります。 
 なお当社は単元株制度は採
用しておりません。

計 224,940 224,940 ― ―
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  提出会社に対して新株の発行を請求できる権利（旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権）に関す

る事項は、次のとおりであります。 

  

  平成13年３月14日決議 

 
（注）１ ① 新株引受権の割当を受けた者（以下「乙」という。）は、権利行使時においても、当社の取締役または

従業員であることを要する。 

② 乙が在任または在職中死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。 

③ 乙は、甲指定の書面により新株引受権の全部または一部を放棄した場合には、権利を行使することがで

きない。 

④ 乙は、新株引受権の譲渡、担保権の設定等一切の処分を行うことができない。 

⑤ 権利行使に係る新株払込金が、年間1,200万円を超えないこと。 

⑥ 権利行使により取得した株式が、本契約書４条第１項により開設される野村證券株式会社（以下証券会

社という）の乙名義の株式保護預り口座に預託されること。 

２ 新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により

権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。 

  

（2）【新株予約権等の状況】

第２四半期会計期間末現在  
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） ―

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） 140（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株につき 27,179

新株予約権の行使期間
平成15年４月１日から 
平成23年３月13日まで

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  27,179 
資本組入額  13,590

新株予約権の行使の条件 （注）１

新株予約権の譲渡に関する事項
新株引受権の譲渡、担保権の設定等一切の処分を行う
ことができない。

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

―
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 提出会社に対して新株の発行を請求できる権利（平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定

に基づく新株予約権）に関する事項は、次のとおりであります。 

  

  平成16年６月28日決議  

 
（注）１ ① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の特別顧問の地位にあることを要す。 

② 対象者の相続人は本新株予約権を行使できる。 

 ２ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、20株であります。 

  

第２四半期会計期間末現在  
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 32（注）２

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） 640

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株につき 35,000

新株予約権の行使期間
平成18年７月１日から 
平成26年６月30日まで

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   35,000 
資本組入額  17,500

新株予約権の行使の条件 （注）１

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する
ものとする。

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

―
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
  

平成22年９月30日現在 

 
(注)１ 上記のほか、当社保有の自己株式4,800株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合2.13％）

があります。 

   ２ 上記記載の信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は以下のとおりであり

ます。 

野村信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、9,429株であります。 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、3,999株

であります。 

（3）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（4）【ライツプランの内容】

（5）【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
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金 
増減額 

（百万円）

資本準備金
残高 

（百万円）

平成22年９月30日 － 224,940 － 1,514 － 1,454

（6）【大株主の状況】

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
(％)

株式会社パソナグループ 東京都千代田区丸の内１丁目５－１ 114,582 50.94

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  
（常任代理人 香港上海銀行 東京支
店）

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS
02101 U.S.A. 
（東京都中央区日本橋３丁目11－１）

13,863 6.16

野村信託銀行株式会社（投信口） 東京都千代田区大手町２丁目２－２ 9,429 4.19

白石徳生 東京都八王子市 9,000 4.00

NORTHERN  TRUST  CO.  (AVFC)SUB  A/C 
AMERICAN CLIENTS 
（常任代理人 香港上海銀行 東京支
店）

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, 
UK 
（東京都中央区日本橋３丁目11－１）

6,678 2.97

THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A. LONDON 
SECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT 
（常任代理人 株式会社みずほコーポレ
ート銀行決済営業部）

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON EC2P 
2HD, ENGLAND 
（東京都中央区月島４丁目16－13）

4,438 1.97

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丁目11番３号 3,999 1.78

MELLON BANK ABN AMRO GLOBAL CUSTODY 
N.V. 
（常任代理人 株式会社みずほコーポレ
ート銀行決済営業部）

ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA 02108
  
(東京都中央区月島４丁目16－13）

3,245 1.44

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丁目８－11 2,656 1.18

ベネフィット・ワン社員持株会 東京都渋谷区渋谷３丁目12－18 2,167 0.97

計 ― 170,057 75.60
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日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、

2,015株であります。  

  

平成22年９月30日現在 

 
  

平成22年９月30日現在 

 
  

 
（注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

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

す。 

 
  

（7）【議決権の状況】

①【発行済株式】

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）
（自己保有株式）
普通株式 4,800

― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 220,140 220,140        ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 224,940 ― ―

総株主の議決権 ― 220,140 ―

②【自己株式等】

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（％）

（自己保有株式） 
株式会社ベネフィット・ワン

東京都渋谷区渋谷３丁目
12番18号

4,800 ― 4,800 2.13

計 ― 4,800 ― 4,800 2.13

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】

月別
平成22年 
４月

 
５月

 
６月 ７月 ８月 ９月

高（円） 73,800 74,800 72,600 66,000 64,600 64,600

低（円） 69,800 69,900 65,800 61,500 61,000 61,000

３ 【役員の状況】

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

常務取締役 
（経営管理部長）

常務取締役
（コーポレート・センター部門長 

兼 経営管理部長）
小山 茂和 平成22年10月１日
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 (1) 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。 

 なお、当第２四半期会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期累計

期間(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作

成しております。  

  

 (2) 前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計

期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は四半期財務諸表を作成していないため、前第

２四半期会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期累計期間（平成21

年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期損益計算書に代えて、前第２四半期連結会計期

間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日

から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結損益計算書を記載しており、前第２四半期累計期間

（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期キャッシュ・フロー計算書に代えて、

前第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書を記載しております。また、前事業年度末の要約貸借対照表に代えて、前連結会

計年度末の要約連結貸借対照表を記載しております。 

  

 (3) 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平

成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期

連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。 

  

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、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月

１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日

まで)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日ま

で)及び当第２四半期累計期間(平成22年４月１日から平成22年９月30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り四半期レビューを受けております。 

  

当社は平成21年７月１日に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連結財務諸表非作成会社となったため、当第２四半期会計期間(平成22年７月

１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期累計期間(平成22年４月１日から平成22年９月30日ま

で)については四半期連結財務諸表を作成しておりません。 

第５ 【経理の状況】

 四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表の作成方法について

 監査証明について

 四半期連結財務諸表について
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１【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 3,983

受取手形及び売掛金 2,102

有価証券 202

たな卸資産 ※1  121

その他 425

貸倒引当金 △12

流動資産合計 6,823

固定資産  

有形固定資産 ※2  1,626

無形固定資産 1,144

投資その他の資産  

その他 814

貸倒引当金 △0

投資その他の資産合計 813

固定資産合計 3,585

資産合計 10,408

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 874

未払法人税等 303

その他 1,343

流動負債合計 2,520

固定負債  

ポイント引当金 24

その他 111

固定負債合計 136

負債合計 2,656

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,514

資本剰余金 1,454

利益剰余金 5,110

自己株式 △330

株主資本合計 7,749

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 2

評価・換算差額等合計 2

純資産合計 7,751

負債純資産合計 10,408
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【前連結会計年度末の要約連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 4,189

受取手形及び売掛金 2,165

有価証券 202

たな卸資産 ※1  242

その他 750

貸倒引当金 △14

流動資産合計 7,536

固定資産  

有形固定資産 ※2  1,623

無形固定資産 1,304

投資その他の資産  

その他 839

貸倒引当金 △0

投資その他の資産合計 838

固定資産合計 3,767

資産合計 11,304

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 1,523

未払法人税等 407

その他 1,373

流動負債合計 3,305

固定負債  

ポイント引当金 52

その他 34

固定負債合計 86

負債合計 3,392
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（単位：百万円）

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,514

資本剰余金 1,454

利益剰余金 5,265

自己株式 △330

株主資本合計 7,904

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 7

評価・換算差額等合計 7

純資産合計 7,912

負債純資産合計 11,304
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(2)【四半期損益計算書】 
【当第２四半期累計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 7,065

売上原価 4,622

売上総利益 2,442

販売費及び一般管理費 ※1  1,763

営業利益 679

営業外収益  

受取配当金 5

その他 4

営業外収益合計 9

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 1

経常利益 687

特別利益  

ポイント引当金戻入額 25

その他 1

特別利益合計 26

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 5

特別損失合計 29

税引前四半期純利益 684

法人税、住民税及び事業税 291

法人税等調整額 △1

法人税等合計 289

四半期純利益 395
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【前第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 6,758

売上原価 4,106

売上総利益 2,652

販売費及び一般管理費 ※1  1,942

営業利益 710

営業外収益  

受取利息 1

受取配当金 3

受取手数料 0

その他 0

営業外収益合計 6

営業外費用  

持分法による投資損失 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 714

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3

その他 0

特別利益合計 3

特別損失  

固定資産除却損 1

保険解約損 0

特別損失合計 2

税金等調整前四半期純利益 715

法人税、住民税及び事業税 208

法人税等調整額 35

法人税等合計 243

四半期純利益 472
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【当第２四半期会計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 3,660

売上原価 2,496

売上総利益 1,164

販売費及び一般管理費 ※１  795

営業利益 368

営業外収益  

受取配当金 5

その他 2

営業外収益合計 8

営業外費用  

支払利息 0

コミットメントフィー 0

その他 0

営業外費用合計 0

経常利益 375

特別利益  

ポイント引当金戻入額 0

特別利益合計 0

税引前四半期純利益 376

法人税、住民税及び事業税 180

法人税等調整額 △32

法人税等合計 148

四半期純利益 228
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【前第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,326

売上原価 1,963

売上総利益 1,362

販売費及び一般管理費 ※1  840

営業利益 521

営業外収益  

受取利息 1

受取配当金 3

受取手数料 0

その他 0

営業外収益合計 5

営業外費用  

持分法による投資損失 0

コミットメントフィー 0

その他 0

営業外費用合計 1

経常利益 525

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1

その他 0

特別利益合計 1

特別損失  

固定資産除却損 1

特別損失合計 1

税金等調整前四半期純利益 525

法人税、住民税及び事業税 197

法人税等調整額 △37

法人税等合計 159

四半期純利益 365
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 
【当第２四半期累計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 684

減価償却費 276

ポイント引当金の増減額（△は減少） △28

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） 63

たな卸資産の増減額（△は増加） 121

仕入債務の増減額（△は減少） △649

その他 238

小計 724

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 △388

営業活動によるキャッシュ・フロー 447

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 △9

無形固定資産の取得による支出 △108

定期預金の払戻による収入 200

その他 17

投資活動によるキャッシュ・フロー 99

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △548

その他 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △552

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5

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 ※  4,186
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【前第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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  

税金等調整前四半期純利益 715

減価償却費 314

固定資産除却損 1

ポイント引当金の増減額（△は減少） 5

持分法による投資損益（△は益） 0

受取利息及び受取配当金 △5

支払利息 0

売上債権の増減額（△は増加） 273

たな卸資産の増減額（△は増加） 65

仕入債務の増減額（△は減少） △839

預り金の増減額（△は減少） △991

その他 △20

小計 △480

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 107

法人税等の支払額 △566

営業活動によるキャッシュ・フロー △934

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 △20

無形固定資産の取得による支出 △132

敷金の回収による収入 82

関係会社の清算による収入 15

事業譲受による収入 12

その他 △12

投資活動によるキャッシュ・フロー △54

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 1

配当金の支払額 △436

その他 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △443

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,432

現金及び現金同等物の期首残高 3,823

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  2,390
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当第２四半期会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

 
  

当第２四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

【継続企業の前提に関する事項】

【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22年４月１日
至 平成22年９月30日）

１ 会計処理基準に関する事項の変更

（1） 「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２四半期累計期間の営業利益及び経常利益は１百万円、税引前四半期純利益は26百万円

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。

【表示方法の変更】

【簡便な会計処理】

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

【追加情報】
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【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22年９月30日)

 

※１ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

商品 110百万円

貯蔵品 10百万円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額   666百万円
 

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

 

※１ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

商品 232百万円

貯蔵品 9百万円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額   574百万円
 

(四半期損益計算書関係)

第２四半期累計期間

当第２四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

 給料手当 544百万円

 荷造運賃 275百万円

 支払地代家賃 78百万円

 業務委託費 70百万円

 消耗品費 67百万円

 ２  当社の売上原価は、季節変動要因として第１四半
期及び第２四半期にガイドブックや補助金等の発
生する割合が大きく、事業年度の第１四半期及び
第２四半期の売上原価と第３四半期及び第４四半
期の売上原価との間に著しい相違があります。 
 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

 給料手当 623百万円

 荷造運賃 366百万円

 支払地代家賃 85百万円

 業務委託費 57百万円

 消耗品費 56百万円

 ２  当社グループの売上原価は、季節変動要因として
第１四半期及び第２四半期にガイドブックや補助
金等の発生する割合が大きく、連結会計年度の第
１四半期及び第２四半期の売上原価と第３四半期
及び第４四半期の売上原価との間に著しい相違が
あります。 
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第２四半期会計期間

当第２四半期会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

 給料手当 270百万円

 荷造運賃 64百万円

 支払地代家賃 39百万円

 業務委託費 34百万円

 消耗品費 22百万円

 貸倒引当金繰入額 1百万円

 ２  当社の売上原価は、季節変動要因として第１四半
期及び第２四半期にガイドブックや補助金等の発
生する割合が大きく、事業年度の第１四半期及び
第２四半期の売上原価と第３四半期及び第４四半
期の売上原価との間に著しい相違があります。 
 

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

 給料手当 306百万円

 荷造運賃 75百万円

 支払地代家賃 38百万円

 消耗品費 27百万円

 業務委託費 24百万円

 ２  当社グループの売上原価は、季節変動要因として
第１四半期及び第２四半期にガイドブックや補助
金等の発生する割合が大きく、連結会計年度の第
１四半期及び第２四半期の売上原価と第３四半期
及び第４四半期の売上原価との間に著しい相違が
あります。 
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(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22年４月１日
至  平成22年９月30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22年９月30日現在）

現金及び預金 3,983百万円

有価証券 202百万円

現金及び現金同等物 4,186百万円

   
現金及び現金同等物とした「有価証券勘定」は「マ
ネー・マネジメント・ファンド」であります。 
 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

 

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

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９月30日現在）

現金及び預金 2,587百万円

預入期間が３か月を

超える定期預金
△400百万円

有価証券 202百万円

現金及び現金同等物 2,390百万円

  
現金及び現金同等物とした「有価証券勘定」は「マ
ネー・マネジメント・ファンド」であります。 
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当第２四半期会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至

平成22年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

 （1）配当金支払額 

 
  
 （2）基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発

生日が当四半期会計期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

５  株主資本の著しい変動に関する事項 

該当事項はありません。 

  

(株主資本等関係)

株式の種類
当第２四半期
会計期間末

普通株式（株） 224,940

株式の種類
当第２四半期
会計期間末

普通株式（株） 4,800

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 550 2,500 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動

がありません。 

  

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動

がありません。 

  

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

関連会社に関する事項 

関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

資産除去債務の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。 

  

(金融商品関係)

(有価証券関係)

（デリバティブ取引関係）

（持分法損益等）

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等関係）

（資産除去債務関係）
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当社は、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を主な事業としており、

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。 

  

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を主な事

業としており、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。 

 なお、当社は、連結子会社である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、平成21年７月１日付で当社を存続会社とする吸収合併を行いましたので、以降の連

結子会社はありません。 

  

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

  

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

      (追加情報) 

 第１四半期会計期間より「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。 

  

当社は、国内において企業の福利厚生代行サービスを中心とした会員制サービス事業を主な事業

として展開しておりますが、事業セグメントを集約した結果、報告すべきセグメントは会員制サー

ビス事業のみであるため記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(セグメント情報等)

 【事業の種類別セグメント情報】

 前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日）

 【所在地別セグメント情報】

 前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び前第２四半期連結

累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日）

 【海外売上高】

 前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び前第２四半期連結

累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日）

  【セグメント情報】

（賃貸等不動産関係）
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 第２四半期累計期間 

 
（注）１株当たり四半期純利益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 

 
  

(１株当たり情報)

当第２四半期会計期間末 
（平成22年９月30日）

 
１株当たり純資産額 35,213円24銭

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日）

 
１株当たり純資産額 35,940円78銭

２ １株当たり四半期純利益金額等

当第２四半期累計期間
（自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 1,796円88銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 1,793円67銭

項目
当第２四半期累計期間

（自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日）

四半期損益計算書上の四半期純利益（百万円） 395

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 395

普通株主に帰属しない金額（百万円） ─

普通株式の期中平均株式数（株） 220,140

四半期純利益調整額（百万円） ─

普通株式増加数（株） 395

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まれなかった
潜在株式について前連結会計年度末から重要な変
動がある場合の概要

─
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 第２四半期連結累計期間 

 
（注）１株当たり四半期純利益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 

 
  

 第２四半期会計期間 

 
（注）１株当たり四半期純利益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 

前第２四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日

至 平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 2,155円62銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 2,143円04銭

項目
前第２四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日）

四半期連結損益計算書上の四半期純利益（百万
円）

472

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 472

普通株主に帰属しない金額（百万円） ─

普通株式の期中平均株式数（株） 219,047

四半期純利益調整額（百万円） ─

普通株式増加数（株） 1,286

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まれなかった
潜在株式について前連結会計年度末から重要な変
動がある場合の概要

─

当第２四半期会計期間
（自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 1,035円71銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 1,033円98銭

項目
当第２四半期会計期間

（自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日）

四半期損益計算書上の四半期純利益（百万円） 228

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 228

普通株主に帰属しない金額（百万円） ─

普通株式の期中平均株式数（株） 220,140

四半期純利益調整額（百万円） ─

普通株式増加数（株） 367

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まれなかった
潜在株式について前連結会計年度末から重要な変
動がある場合の概要

─
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 第２四半期連結会計期間 

 
（注）１株当たり四半期純利益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 

 
  

該当事項はありません。 

  

当第２四半期会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

当第２四半期会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べ著しい変動が認められな

いため、記載しておりません。 

  

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21年７月１日
至 平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 1,669円29銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 1,659円42銭

項目
前第２四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日）

四半期連結損益計算書上の四半期純利益（百万
円）

365

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 365

普通株主に帰属しない金額（百万円） ─

普通株式の期中平均株式数（株） 219,093

四半期純利益調整額（百万円） ─

普通株式増加数（株） 1,303

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まれなかった
潜在株式について前連結会計年度末から重要な変
動がある場合の概要

─

(重要な後発事象)

(リース取引関係)

２ 【その他】
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該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
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平成21年11月６日

株式会社 ベネフィット・ワン 

取 締 役 会  御中 

  
 

  
 

  
 

  

  

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

株式会社ベネフィット・ワンの平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの連結会計年度の第２四

半期連結会計期間（平成２１年７月１日から平成２１年９月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（平

成２１年４月１日から平成２１年９月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借

対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行っ

た。この四半期連結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連結財

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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ベネフィット・ワン及び連結子会

社の平成２１年９月３０日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期

連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結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 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

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    井  上    隆  司     印

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士    淡  島    國  和     印

(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  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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平成２２年１１月５日

株式会社 ベネフィット・ワン 

  取 締 役 会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

  

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

株式会社ベネフィット・ワンの平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの第１６期事業年度の第

２四半期会計期間（平成２２年７月１日から平成２２年９月３０日まで）及び第２四半期累計期間（平成２

２年４月１日から平成２２年９月３０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、株式会社ベネフィット・ワンの平成２２年９月３０

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 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

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  井 上  隆 司   印

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士  淡 島  國 和   印

(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いません。
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【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成22年11月10日

【会社名】 株式会社 ベネフィット・ワン

【英訳名】 Benefit One Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 白 石 徳 生

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号

【縦覧に供する場所】 株式会社ベネフィット・ワン 大阪支店

 (大阪市北区芝田一丁目１番４号)

株式会社ベネフィット・ワン 名古屋支店

 (名古屋市中村区名駅一丁目１番４号)

株式会社ベネフィット・ワン 横浜支店

 (横浜市中区相生町二丁目31番地)

株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)



当社代表取締役社長白石徳生は、当社の第16期第２四半期(自 平成22年７月１日 至 平成22年９月

30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしま

した。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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