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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２四半期累計期間
第11期

第２四半期会計期間
第10期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日

自　平成20年７月１日
至　平成20年９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) 1,371,713 773,597 2,468,135

経常利益 (千円) 738,708 442,926 1,477,673

四半期(当期)純利益 (千円) 431,269 258,359 863,096

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) ― 4,728,070 4,711,134

総資産額 (千円) ― 5,206,148 5,266,718

１株当たり純資産額 (円) ― 15,178.19 15,125.97

１株当たり四半期(当期)　純
利益

(円) 1,384.67 829.51 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 (％) ― 90.8 89.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 223,156 ― 891,207

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,409,950 ― △202,026

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △341,075 ― △169,555

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 2,898,743 4,426,613

従業員数
[ほか、平均臨時雇用人数]

(名) ― 45[24] 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、第10期は潜在株式が存在しないため記載し

　 ておりません。また、当四半期においては希薄化効果を有している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２四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９月30日現在

従業員数(名) 45[24]

(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２四半期会計期間

　 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 729,403 111.3

「一休.com」 712,164 110.3

「一休オークション」 1,787 78.1

「乾杯.jp」 541 150.2

「一休.comレストラン」 9,341 144.1

「一休.comショッピング」 5,569 769.4

広告収入、その他 44,193 107.7

合　　計 773,597 111.1

(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２四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２四半期会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金融市場

の混乱やエネルギー、食料品価格の高騰により、景気の減速懸念が強まり、個人消費は弱めの動きを示し

ておりました。

　このような状況を踏まえ、当社は、主力事業である「一休.com」の販売室数の増加を図るべく、「ペット

特集」、「サマープラン特集」、今年で３年目を迎えるサントリー（「ザ・プレミアム・モルツ」「山崎

12年」）とのコラボレーション企画『 至福の時間が楽しめる「一休な宿泊」』、「京都紅葉2008」特集

等を展開してまいりました。また、宿泊施設をエリアごとに検索する機能をトップページに設置するなど

のリニューアルを行い、見やすく使いやすいページといたしました。「一休.com」の取扱施設数は、当第

２四半期会計期間末において、ホテル610施設、旅館461施設、合計1,071施設となり、第１四半期会計期間

末のホテル602施設、旅館451施設、合計1,053施設から18施設増加しました。販売宿泊数は約35万泊（前年

同期約33万泊）、販売取扱高は9,239百万円(前年同期8,907百万円)となりましたが、ホテルの平均単価が

下がったため一室あたりの平均単価は26,673円（前年同期26,896円）となりました。その結果、手数料収

入は712百万円（前年同期645百万円）となりました。

　「一休.comレストラン」は、当第２四半期会計期間末において、参加店舗数が441店舗となり、第１四半

期会計期間末の418店舗から23店舗増加しました。増加した23店舗のうち、ホテル内のレストランは７店

舗、ホテル外のレストランは16店舗となっております。当第２四半期会計期間におけるレストラン予約サ

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４千９百件（前年同期約

３千２百件）となり、その結果手数料収入は９百万円（前年同期６百万円）となりました。

　「一休.comショッピング」は、平成20年４月に自社開発システムによるリニューアルオープンを行い、

商品検索機能及び商品提案機能を追加いたしました。７月にはクレジットカード決済機能を導入し、サイ

トの利便性をさらに図ってまいりました。当第２四半期会計期間末において、参加店舗数は241店舗とな

り、第１四半期会計期間末の186店舗から55店舗増加しました。利用件数は約２千８百件となり、その結果

手数料収入は５百万円（前年同期０百万円）となりました。

　「広告収入、その他」は、44百万円（前年同期41百万円）となりました。

　これらの結果、当第２四半期会計期間の「サイト運営手数料収入」は729百万円（前年同期比11.3％

増）となり、「広告収入、その他」を加え営業収益は773百万円（前年同期比11.1％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、342百万円（前年同期比37.1％増）となり、結果、営

業利益431百万円（前年同期比3.4％減）、経常利益442百万円（前年同期比2.2％減）、四半期純利益258

百万円（前年同期比2.5％減）となりました。
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(2) 財政状態

当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ60百万円減少し、5,206百万円となり

ました。これは、売掛金88百万円、クレジットカード事前決済等により立替金70百万円、投資有価証券827

百万円、繰延税金資産(流動・固定）54百万円等が増加した一方で、現金及び預金829百万円、有価証券273

百万円等が減少したためであります。

　負債合計額は前事業年度末に比べ77百万円減少し、478百万円となりました。その主な要因は、未払金32

百万円及び未払法人税等68百万円が減少した一方で、預り金22百万円が増加したためであります。

　純資産は前事業年度末に比べ16百万円増加し、4,728百万円となりました。その主な要因は、利益剰余金

88百万円が増加した一方で、当第２四半期会計期間末の時価の下落により、その他有価証券評価差額金72

百万円が減少したためであります。

　

(3）キャッシュ・フロー

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、2,898百万円となりました。

　当第２四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２四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、261百万円の収入となりました。そ

の主な要因は、税引前四半期純利益440百万円、売上債権の増加額102百万円等であります。

　

〈投資活動によるキャッシュ・フロー〉

　当第２四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、有形固定資産の取得等により１百

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２四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65百万円の支出の

みとなりました。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四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、第１四半期会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除去等に

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２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11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】

　

　　会社法に基づき発行した新株予約権は以下のとおりであります。

平成20年６月24日　取締役会決議

第２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権の数（個） 100

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

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） 100（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 75,690（注）２

新株予約権の行使期間 平成22年６月25日～平成27年６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　　75,690
資本組入額　37,845

新株予約権の行使の条件
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該
新株予約権を行使することができない。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要
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

当社が、合併、吸収分割若しくは新設分割又は株式交換
若しくは株式移転をする場合において、組織再編行為
の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保
有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会
社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式
会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。

（注）　1　各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は1株とする。

ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当

社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、付与
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株式数を次の算式により調整する。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数

を調整することができる。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

       2　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受ける

ことができる株式1株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。た

だし、行使価額は以下の調整に服する。

(1) 割当日後、当社普通株式につき、次の①又は②の事由が生ずる場合、行使価額をそれぞれ次の算式（以下、

「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 ①当社が株式分割又は株式併合を行う場合

　

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
1

株式分割・併合の比率

         ②当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定（単元未満

株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」（平成

13年法律第79号）附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」（平成13

年法律第128号）の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証

券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む。）の行使による場合を除く。）

　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数＋

新規発行株式数×1株当たり払込金額

時  価

既発行株式数＋新規発行株式数

　

        (2) 上記(1)①及び②に定める場合のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式

の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条

件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

　

(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９月30日 ― 311,460― 888,998― 1,095,233
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(5) 【大株主の状況】

平成20年９月30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(％)

森　正文 東京都目黒区 141,310 45.37

森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門２丁目３番１７号 19,493 6.26

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 11,525 3.70

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番１１号 4,593 1.47

高野　裕二 千葉県浦安市 4,020 1.29

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口４Ｇ）

東京都中央区晴海１丁目８番１１号 3,905 1.25

シービーロンドン　スコティッ
シュ　エクイタブル　ジャパン
エクセムプト　スコティッシュ
エクイタブル　ピーエルシー

EDINBURGH PARK, EDINBURGH EH12 9SE,
SCOTLAND SCOTTISH

3,856 1.24

伊藤　栄子 東京都台東区 3,660 1.18

栗原　俊樹 千葉県市川市 3,540 1.14

藤原　貴夫 東京都杉並区 3,240 1.04

計 ― 199,142 63.94

　

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年９月30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39株（議決権39個）含まれ

　ております。　
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② 【自己株式等】

平成20年９月30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

　
７月

　
８月

　
９月

最高(円) 89,80091,50081,50069,10062,70070,500

最低(円) 72,60075,00065,40056,60056,10055,900

(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２四半期会計期間(平成20年７月１日か

ら平成20年９月30日まで)及び当第２四半期累計期間(平成20年４月１日から平成20年９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。

　

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２四半期会計期間末
(平成20年９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 2,898,743 3,728,364

売掛金 412,504 323,828

有価証券 460,045 733,249

貯蔵品 92 64

前払費用 25,830 21,741

繰延税金資産 57,008 30,993

立替金 70,875 －

その他 10,285 5,668

貸倒引当金 △1,836 △439

流動資産合計 3,933,550 4,843,471

固定資産

有形固定資産

車両運搬具（純額） 5,654 7,144

工具、器具及び備品（純額） 47,251 54,741

有形固定資産合計 ※
 52,906

※
 61,885

無形固定資産

ソフトウエア 14,462 16,541

電話加入権 44 44

無形固定資産合計 14,507 16,585

投資その他の資産

投資有価証券 1,006,081 178,108

破産更生債権等 3,108 1,046

繰延税金資産 114,560 86,112

敷金及び保証金 60,910 60,590

その他 23,631 19,964

貸倒引当金 △3,108 △1,046

投資その他の資産合計 1,205,183 344,776

固定資産合計 1,272,597 423,247

資産合計 5,206,148 5,266,718
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成20年９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 74,062 106,684

未払費用 2,713 2,463

未払法人税等 312,172 380,699

未払消費税等 18,525 23,727

預り金 34,322 11,406

前受収益 84 336

ポイント引当金 4,379 －

流動負債合計 446,260 525,317

固定負債

役員退職慰労引当金 31,816 30,266

固定負債合計 31,816 30,266

負債合計 478,077 555,584

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 2,805,483 2,716,819

株主資本合計 4,789,715 4,701,051

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △62,314 10,082

評価・換算差額等合計 △62,314 10,082

新株予約権 670 －

純資産合計 4,728,070 4,711,134

負債純資産合計 5,206,148 5,266,718
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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20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

営業収益 1,371,713

営業費用

役員報酬 61,720

給料手当 144,250

人材派遣費 62,646

広告宣伝費 130,084

支払手数料 82,195

減価償却費 15,688

貸倒引当金繰入額 3,483

役員退職慰労引当金繰入額 2,883

ポイント引当金繰入額 4,379

その他 145,325

営業費用合計 652,658

営業利益 719,055

営業外収益

受取利息 9,484

有価証券利息 10,255

受取配当金 26

その他 6

営業外収益合計 19,773

営業外費用

固定資産除却損 120

営業外費用合計 120

経常利益 738,708

特別損失

投資有価証券売却損 309

投資有価証券評価損 1,675

その他 100

特別損失合計 2,084

税引前四半期純利益 736,624

法人税、住民税及び事業税 310,128

法人税等調整額 △4,774

法人税等合計 305,354

四半期純利益 431,269
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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20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

営業収益 773,597

営業費用

役員報酬 33,370

給料手当 71,658

人材派遣費 29,513

広告宣伝費 80,081

支払手数料 38,546

減価償却費 7,966

貸倒引当金繰入額 712

役員退職慰労引当金繰入額 1,549

ポイント引当金繰入額 3,173

その他 75,610

営業費用合計 342,183

営業利益 431,413

営業外収益

受取利息 4,929

有価証券利息 6,703

営業外収益合計 11,632

営業外費用

固定資産除却損 120

営業外費用合計 120

経常利益 442,926

特別損失

投資有価証券売却損 309

投資有価証券評価損 1,675

その他 100

特別損失合計 2,084

税引前四半期純利益 440,841

法人税、住民税及び事業税 204,709

法人税等調整額 △22,227

法人税等合計 182,482

四半期純利益 258,359
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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20年４月１日
　至　平成20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 736,624

減価償却費 15,688

固定資産除却損 120

投資有価証券売却損益（△は益） 309

投資有価証券評価損益（△は益） 1,675

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,459

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,549

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,379

受取利息及び受取配当金 △19,051

売上債権の増減額（△は増加） △88,676

営業債務の増減額（△は減少） △7,849

立替金の増減額（△は増加） △69,992

預り金の増減額（△は減少） 22,915

その他 △19,328

小計 581,825

利息及び配当金の受取額 13,202

法人税等の支払額 △371,871

営業活動によるキャッシュ・フロー 223,156

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 △26,696

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

投資有価証券の売却による収入 329

敷金及び保証金の差入による支出 △320

その他 △3,147

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,409,950

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △341,075

財務活動によるキャッシュ・フロー △341,075

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,527,870

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 ※
 2,898,743
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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２四半期会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。

　

【追加情報】

　
当第２四半期累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年９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２四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２四半期会計期間末
(平成20年９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　　　59,247千円 ※　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２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20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

現金及び預金 2,898,743千円

有価証券 　460,045〃

　　　計 3,358,788千円

預入期間が３か月超の定期預金 ―〃

MMF及びCP以外の有価証券 △460,045〃

現金及び現金同等物 2,898,743千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成

20年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期会計期間末

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

ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期会計期間末残高　　　670千円

　

　

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20年６月24日
定時株主総会

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

　
　(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。

　

　

(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 150,724 141,413 △9,310

　債　券 1,377,418 1,282,417 △95,001

　その他 6,367 5,595 △771

合　計 1,534,510 1,429,426 △105,083

　

　

(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。
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(ストック・オプション等関係)

重要性が乏しいため記載しておりません。

　

　

(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。

　

　

(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20年９月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

15,178.19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２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 4,728,070 4,711,134

普通株式に係る純資産額(千円) 4,727,400 4,711,134

差額の主な内訳(千円)　

　新株予約権

 

670

 

―

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
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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

第２四半期累計期間

　

当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日  至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 1,384.67円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

(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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

　　記載しておりません。なお、希薄化効果を有しない潜在株式は、普通株式100株であります。

　　　２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 431,269

普通株式に係る四半期純利益(千円) 431,269

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

　

第２四半期会計期間

　

当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 829.51円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

(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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

　　記載しておりません。なお、希薄化効果を有しない潜在株式は、普通株式100株であります。

　　　２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 258,359

普通株式に係る四半期純利益(千円) 258,359

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。

EDINET提出書類

株式会社一休(E05501)

四半期報告書

22/23



独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11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２四半期会計期間(平成20年

７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成20年４月１日から平成20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、株式会社一休の平成20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

　
 
(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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