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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】

提出会社の経営指標等

　

回次
第11期

第１四半期累計(会計)期間
第10期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

営業収益 (千円) 598,116 2,468,135

経常利益 (千円) 295,782 1,477,673

四半期(当期)純利益 (千円) 172,910 863,096

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) － －

資本金 (千円) 888,998 888,998

発行済株式総数 (株) 311,460 311,460

純資産額 (千円) 4,545,570 4,711,134

総資産額 (千円) 4,914,090 5,266,718

１株当たり純資産額 (円) 14,594.39 15,125.97

１株当たり四半期(当期)
純利益

(円) 555.16 2,771.13

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) － －

１株当たり配当額 (円) － 1,100.00

自己資本比率 (％) 92.5 89.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △38,127 891,207

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,408,087 △202,026

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △275,138 △169,555

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 2,705,260 4,426,613

従業員数
[ほか、平均臨時雇用人数]

(名) 44[25] 40[24]

(注)　１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、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　営業収益には、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、関連会社が存在しないため記載しておりません。

　　　４　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

　　せん。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期会計期間において、当社において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 44[25]

(注)　１　従業員数は、就業人員であります。

　　  ２　従業員数欄の[ ]は外書きであり、臨時従業員（人材会社からの派遣社員を含む）の当第１四半期会計期

　　間の平均雇用人員であります。
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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

該当事項はありません。

　

(2) 受注実績

該当事項はありません。

　

(3) 販売実績

　

内　　訳 販売高(千円) 前年同期比(％)

サイト運営手数料収入 560,180 110.7

「一休.com」 546,679 109.9

「一休オークション」 1,065 61.1

「乾杯.jp」 431 47.7

「一休.comレストラン」 8,183 136.8

「一休.comショッピング」 3,821  －

広告収入、その他 37,935 120.0

合　　計 598,116 111.2

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　 ２　「一休.comショッピング」は、平成19年７月よりサービスを開始しております。

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 経営成績

当第１四半期会計期間末において、当社サービスを利用するための会員登録数は前事業年度末の約160

万人から約165万人へと約５万人増加しております。

　当社の主力事業である高級ホテル・高級旅館に特化した宿泊予約サイト「一休.com」は当第１四半期

会計期間において、「一休.com８周年記念＆ゴールデンウィーク特集」「サマープラン＆プール特集

2008」「一休.com花火特集08」等、魅力的なキャンペーンを積極的に展開してまいりました。また、高級

宿泊施設に限定して運営するサイトの特長を生かし、「アメリカン・エキスプレス」への宿泊商品情報

提供を開始いたしました。「一休.com」の取扱施設数は、当第１四半期会計期間末において、ホテル602施

設、旅館451施設、合計1,053施設となり、前事業年度末のホテル598施設、旅館437施設、合計1,035施設から

18施設増加しました。販売宿泊数は約29万泊（前年同期約28万泊）、販売取扱高は7,146百万円（前年同

期6,957百万円）となり、一室あたりの平均単価は24,873円（前年同期24,752円）でした。その結果、手数

料収入は546百万円となりました。

　「一休.comレストラン」は、一昨年６月よりサービスを開始し、当第１四半期会計期間末において、３年

目を迎えました。参加店舗は、当第１四半期会計期間末において418店舗となり、前事業年度末の402店舗

から16店舗増加しました。レストラン予約サイトの利用状況は、利用者数約１万１千名（前年同期約７千

名）、利用件数は約４千５百件（前年同期約３千件）となり、その結果、手数料収入は８百万円となりま

した。

　「一休.comショッピング」は、昨年７月よりサービスを開始し、今年４月には商品検索機能及び商品提

案機能の向上、「一休.com」「一休.comレストラン」とのID連携を目的として、自社開発システムによる

リニューアルオープンをいたしました。参加店舗は、当第１四半期会計期間末において186店舗となり、利

用件数は約１千９百件でした。その結果、手数料収入は３百万円となりました。

　「広告収入、その他」は、37百万円となりました。

　なお、当社の営業収益は８月と12月に最も伸びるという季節要因と、成長途上であることから、第１四半

期会計期間の営業収益は年度を通して４分割された数値よりも低くなる傾向があります。

　これらの結果、「サイト運営手数料収入」は560百万円（前年同期比10.7％増）となり、「広告収入、そ

の他」を加え営業収益は598百万円（前年同期比11.2％増）となりました。一方、営業費用は広告費の増

加等を主たる理由として、310百万円（前年同期比34.3％増）となり、結果、営業利益287百万円（前年同

期比6.2％減）、経常利益295百万円（前年同期比5.2％減）、四半期純利益は172百万円（前年同期比

5.4％減）となりました。

　

(2) 財政状態

当社は、適切なる流動性の維持、事業活動のための資金確保、及び健全なバランスシートの維持を財務

方針としています。

　当第１四半期会計期間末の総資産は、4,914百万円（前事業年度末比93.3％、352百万円の減少）となり

ました。流動資産は3,109百万円（前事業年度末比64.2％、1,733百万円の減少）、固定資産は1,804百万円

（前事業年度末比426.3％、1,380百万円の増加）となりました。

　流動資産減少の主な要因は、現金及び預金、有価証券の減少によるものです。この減少は、一時的な資金

運用の一環として低リスクの円建社債を購入し、投資有価証券が増加したことによるものであります。

　当第１四半期会計期間末の負債合計は、368百万円（前事業年度末比66.3％、187百万円の減少）となり

ました。流動負債は338百万円（前事業年度末比64.4％、187百万円の減少）、固定負債は30百万円となり

ました。
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　純資産につきましては、4,545百万円（前事業年度末比96.5％、165百万円の減少）となりました。自己資

本比率は92.5％（前事業年度末89.5％）となりました。１株当たり純資産額は前事業年度末の15,125円

97銭から14,594円39銭へと減少いたしました。

　当第１四半期会計期間末における資金は2,705百万円（前事業年度末比61.1％、1,721百万円の減少）と

なりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、2,705百万円（前年同期比71.2％）と前第１

四半期会計期間末と比べ1,091百万円の減少となりました。

　当第１四半期会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりでありま

す。

　

〈営業活動によるキャッシュ・フロー〉

　当第１四半期会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益が295百万

円（前年同期比95.1％）あった一方で、法人税等の支払額369百万円（前年同期比129.3％）、売上債権の

増加額13百万円等があり、38百万円の支出（前年同期は22百万円の収入）となりました。　

　

〈投資活動によるキャッシュ・フロー〉

　当第１四半期会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、資金運用の一環としての社債購

入による支出1,376百万円、有形固定資産の取得による支出24百万円、無形固定資産の取得による支出４

百万円等により、1,408百万円の支出（前年同期は５百万円の支出）となりました。

　

〈財務活動によるキャッシュ・フロー〉

　当第１四半期会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額275百万円（前

年同期比215.9％）のみの支出となりました。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期会計期間において、当社の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。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四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１四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、重要な

変更及び完了はありません。

　また、当第１四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 1,074,240

計 1,074,240

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月14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 311,460 311,460
東京証券取引所
（市場第一部）

―

計 311,460 311,460 ― ―

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　　　該当事項はありません。

　

(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20年４月１日～
平成20年６月30日

― 311,460― 888,998― 1,095,233

　

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年３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) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　311,460 311,460 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 311,460 ― ―

総株主の議決権 ― 311,460 ―

(注)　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が30株（議決権30個）含まれて

おります。　

　

　

② 【自己株式等】

平成20年３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(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

　

　

　

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20年４月 ５月 ６月　

最高(円) 89,800 91,500 81,500

最低(円) 72,600 75,000 65,400

(注)　株価は、東京証券取引所（市場第一部）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提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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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１四半期累計期間(平成20年４月１日か

ら平成20年６月30日まで)に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビュー

を受けております。

　なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査法

人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

当社は、子会社がありませんので、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１四半期会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,705,260 3,728,364

売掛金 310,360 323,828

有価証券 35,000 733,249

貯蔵品 146 64

前払費用 29,225 21,741

繰延税金資産 10,664 30,993

その他 20,826 5,668

貸倒引当金 △1,511 △439

流動資産合計 3,109,972 4,843,471

固定資産

有形固定資産

車両運搬具（純額） 6,399 7,144

工具、器具及び備品（純額） 50,711 54,741

有形固定資産合計 ※
 57,111

※
 61,885

無形固定資産

ソフトウエア 15,383 16,541

電話加入権 44 44

無形固定資産合計 15,428 16,585

投資その他の資産

投資有価証券 1,561,084 178,108

破産更生債権等 2,721 1,046

繰延税金資産 86,153 86,112

敷金及び保証金 60,910 60,590

その他 23,429 19,964

貸倒引当金 △2,721 △1,046

投資その他の資産合計 1,731,577 344,776

固定資産合計 1,804,117 423,247

資産合計 4,914,090 5,266,718
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

未払金 149,665 106,684

未払費用 1,953 2,463

未払法人税等 105,424 380,699

未払消費税等 21,055 23,727

預り金 58,738 11,406

前受収益 210 336

ポイント引当金 1,205 －

流動負債合計 338,253 525,317

固定負債

役員退職慰労引当金 30,266 30,266

固定負債合計 30,266 30,266

負債合計 368,520 555,584

純資産の部

株主資本

資本金 888,998 888,998

資本剰余金 1,095,233 1,095,233

利益剰余金 2,547,124 2,716,819

株主資本合計 4,531,356 4,701,051

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 14,213 10,082

評価・換算差額等合計 14,213 10,082

純資産合計 4,545,570 4,711,134

負債純資産合計 4,914,090 5,266,718
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(2)【四半期損益計算書】
　　【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
  至 平成20年６月30日)

営業収益 598,116

営業費用

役員報酬 28,350

給料手当 72,591

人材派遣費 33,133

広告宣伝費 50,002

支払手数料 43,649

減価償却費 7,722

貸倒引当金繰入額 2,770

役員退職慰労引当金繰入額 1,333

ポイント引当金繰入額 1,205

その他 69,714

営業費用合計 310,474

営業利益 287,641

営業外収益

受取利息 4,555

有価証券利息 3,552

受取配当金 26

その他 6

営業外収益合計 8,140

経常利益 295,782

税引前四半期純利益 295,782

法人税、住民税及び事業税 105,419

法人税等調整額 17,453

法人税等合計 122,872

四半期純利益 172,910
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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１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年６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 295,782

減価償却費 7,722

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,746

ポイント引当金の増減額（△は減少） 1,205

受取利息及び受取配当金 △4,581

売上債権の増減額（△は増加） 13,467

営業債務の増減額（△は減少） 1,506

その他 7,706

小計 325,557

利息及び配当金の受取額 6,250

法人税等の支払額 △369,935

営業活動によるキャッシュ・フロー △38,127

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 △24,185

無形固定資産の取得による支出 △4,106

投資有価証券の取得による支出 △1,376,009

敷金及び保証金の差入による支出 △320

その他 △3,464

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,408,087

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △275,138

財務活動によるキャッシュ・フロー △275,138

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,721,353

現金及び現金同等物の期首残高 4,426,613

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,705,260
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

　

追加情報

当第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　平成20年４月よりポイント制度を導入したことに伴い、顧客へ付与したポイントの利用に備えるため、

当第１四半期会計期間末において将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上してお

ります。

　

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第１四半期会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

※　　有形固定資産の減価償却累計額　　54,106千円 ※　　有形固定資産の減価償却累計額　　47,541千円

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年６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

　　現金及び預金　　　　　　　　　　　2,705,260千円

　　有価証券　　　　　　　　　　　　　　 35,000　〃

　　　　　計　　　　　　　　　　　　　2,740,260千円

　　預入期間が３ヶ月超の定期預金　　　　　　 ―　〃

　　MMF及びCP以外の有価証券　　　　　  △35,000　〃

　　現金及び現金同等物            　　2,705,260千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期会計期間末(平成20年６月30日)及び当第１四半期累計期間（自平成20年４月１日　至平成20

年６月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 311,460

　

　

２　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

　

　

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

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成20年６月24日
定時株主総会

普通株式 繰越利益剰余金 342,606 1,100平成20年３月31日 平成20年６月25日

　
　(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。
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(リース取引関係)

該当事項はありません。

　

(有価証券関係)

その他有価証券で時価のあるもの

区　分 取得原価(千円) 四半期貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

　株　式 153,038 178,553 25,515

　債　券 1,376,009 1,373,971 △2,038

　その他 6,367 6,859 492

合　計 1,535,415 1,559,384 23,969

　

　

(デリバティブ取引関係)

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

14,594.39円 15,125.97円

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

　

項目
当第１四半期会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度
(平成20年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 4,545,570 4,711,134

普通株式に係る純資産額(千円) 4,545,570 4,711,134

差額の主な内訳(千円)　 ― ―

普通株式の発行済株式数(株)　 311,460 311,460

普通株式の自己株式数(株) ― ―

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(株)

311,460 311,460

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　
当第１四半期累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　１株当たり四半期純利益　　　　　　　　　555.16円　　　　　

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益　　　　―円　　　　　

(注)　１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 172,910

普通株式に係る四半期純利益(千円) 172,910

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(千円)　 ―

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(株) 311,460

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　

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20年８月14日

株式会社　一休

取締役会　御中

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　藤  井  靜  雄    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　三　浦　　　太　  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」に掲げられている株式

会社一休の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第11期事業年度の第１四半期累計期間(平成20年

４月１日から平成20年６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、株式会社一休の平成20年６月30日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・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いません。
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