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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３四半期累計期間
第11期

第３四半期会計期間
第10期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日

自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31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) 2,056,424 684,711 2,468,135

経常利益 (千円) 1,115,131 376,422 1,477,673

四半期(当期)純利益 (千円) 629,734 198,465 863,096

持分法を適用した
場合の投資損失（△）

(千円) △2,034 △2,034 ―

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) ― 4,900,126 4,711,134

総資産額 (千円) ― 5,330,765 5,266,718

１株当たり純資産額 (円) ― 15,728.46 15,125.97

１株当たり四半期(当期)　純
利益

(円) 2,021.88 637.21 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 (％) ― 91.9 89.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 348,874 ― 891,207

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,468,615 ― △202,026

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △341,559 ― △169,555

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 2,965,313 4,426,613

従業員数
[ほか、平均臨時雇用人数]

(名) ― 46[27] 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損失（△）については、第10期は関係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３四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】

当第３四半期会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社（関連会社）となりました。

　

名称 住所
資本金
(千円）

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

株式会社タイムデザイン 東京都港区 35,300
ホテル・旅館向け

ソリューションサービス
27.7 業務提携

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名) 46[27]

(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３四半期会計期間

　 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 645,233 107.6

「一休.com」 612,307 106.0

「一休オークション」 845 55.6

「乾杯.jp」 917 93.7

「一休.comレストラン」 16,854 110.4

「一休.comショッピング」 14,307 349.4

広告収入、その他 39,478 105.1

合　　計 684,711 107.4

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四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３四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的な経済不況の影響を受け、企業収益や雇用情勢が悪

化し、企業や個人が投資や消費を控えるなど景気低迷が顕在化する状況となりました。

　このような状況のなか、当社は、主力事業である「一休.com」の販売室数の増加と会員囲い込み策の一環

として「お得意様限定プラン」の販売に注力してまいりました。また、会員の利便性向上を目的として一

休.com参画施設の空室と関係会社である㈱タイムデザインが提供する割安な国内航空券をセットに「一

休.com Pack」の取扱を開始しました。さらに、利用者層を拡大し、主力事業である一休.comの新たなマー

ケットを創出するべく、「一休.com」の英語版サイトをオープンいたしました。「一休.com」の取扱施設数

は、当第３四半期会計期間末において、ホテル614施設、旅館468施設、合計1,082施設となり、第２四半期会計

期間末のホテル610施設、旅館461施設、合計1,071施設から11施設増加しました。販売宿泊数は約30万泊（前

年同期約28万泊）、販売取扱高は7,789百万円(前年同期7,612百万円)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25,317円（前年同期26,489円）となりました。その結果、手数料収入

は612百万円(前年同期577百万円)となりました。

　「一休.comレストラン」は、当第３四半期会計期間末において、参加店舗数が479店舗となり、第２四半期

会計期間末の441店舗から38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1万8千名

（前年同期約1万5千名）、利用件数は約８千２百件（前年同期約７千１百件）となり、その結果手数料収入

は16百万円（前年同期15百万円）となりました。

　「一休.comショッピング」は、当第３四半期会計期間末において、参加店舗数は348店舗となり、第２四半

期会計期間末の241店舗から107店舗増加しました。利用件数は約４千３百件となり、その結果手数料収入は

14百万円（前年同期４百万円）となりました。

　「広告収入、その他」は、39百万円（前年同期37百万円）となりました。

　これらの結果、第３四半期会計期間の「サイト運営手数料収入」は645百万円（前年同期比7.6％増）とな

り、「広告収入、その他」を加え営業収益は684百万円（前年同期比7.4％増）となりました。一方、営業費用

は人件費、広告費の増加等を主たる理由として、319百万円（前年同期比28.2％増）となり、結果、営業利益

364百万円（前年同期比5.9％減）、経常利益376百万円（前年同期比4.5％減）、四半期純利益198百万円

（前年同期比14.2％減）となりました。
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(2) 財政状態

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ64百万円増加し、5,330百万円となりま

した。これは、売掛金64百万円、クレジットカード事前決済等により立替金67百万円、一休.com次世代システ

ム構築によりソフトウエア仮勘定117百万円、さらに投資有価証券746百万円、繰延税金資産(流動・固定）

84百万円等が増加した一方で、現金及び預金763百万円、有価証券272百万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124百万円減少し、430百万円となりました。その主な要因は、未払法人税

等245百万円が減少した一方で、未払金60百万円、預り金43百万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188百万円増加し、4,900百万円となりました。その主な要因は、利益剰余金

287百万円が増加した一方で、当第３四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99

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３四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、2,965百万円となりました。

　当第３四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３四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、125百万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338百万円、有価証券及び投資有価証券評価損37百万円、売上債権の減少

額24百万円、法人税等の支払額331百万円等であります。

　

〈投資活動によるキャッシュ・フロー〉

　当第３四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、無形固定資産の取得による支出24

百万円、関係会社株式の取得による支出30百万円等により、58百万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３四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０百万円の支出の

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３四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３四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３四半期会計期間において、第２四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３四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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年２月13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３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31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。
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（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

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12月31日 ― 311,460― 888,998― 1,095,233

　

　

(5) 【大株主の状況】

当第３四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３四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９月30日現在で記載しております。

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。

　

　

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

　
　10月

　
　11月

　
　12月

最高(円) 89,80091,50081,50069,10062,70070,50058,50044,00032,800

最低(円) 72,60075,00065,40056,60056,10055,90031,00029,80028,750

(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３四半期会計期間(平成20年10月１日か

ら平成20年12月31日まで)及び当第３四半期累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31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３四半期会計期間末
(平成20年12月31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 2,965,313 3,728,364

売掛金 388,049 323,828

有価証券 460,730 733,249

貯蔵品 80 64

前払費用 21,876 21,741

繰延税金資産 30,939 30,993

立替金 67,703 －

その他 9,576 5,668

貸倒引当金 △1,834 △439

流動資産合計 3,942,434 4,843,471

固定資産

有形固定資産

車両運搬具（純額） 4,910 7,144

工具、器具及び備品（純額） 41,133 54,741

有形固定資産合計 ※
 46,043

※
 61,885

無形固定資産

ソフトウエア 13,293 16,541

ソフトウエア仮勘定 117,320 －

電話加入権 44 44

無形固定資産合計 130,658 16,585

投資その他の資産

投資有価証券 924,347 178,108

関係会社株式 30,600 －

破産更生債権等 3,216 1,046

繰延税金資産 170,449 86,112

敷金及び保証金 60,910 60,590

その他 25,320 19,964

貸倒引当金 △3,216 △1,046

投資その他の資産合計 1,211,627 344,776

固定資産合計 1,388,330 423,247

資産合計 5,330,765 5,266,718
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成20年12月31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 167,115 106,684

未払費用 2,120 2,463

未払法人税等 135,421 380,699

未払消費税等 28,664 23,727

預り金 55,226 11,406

前受収益 － 336

ポイント引当金 8,724 －

流動負債合計 397,271 525,317

固定負債

役員退職慰労引当金 33,366 30,266

固定負債合計 33,366 30,266

負債合計 430,638 555,584

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 3,003,948 2,716,819

株主資本合計 4,988,180 4,701,051

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △89,393 10,082

評価・換算差額等合計 △89,393 10,082

新株予約権 1,340 －

純資産合計 4,900,126 4,711,134

負債純資産合計 5,330,765 5,266,718
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

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

営業収益 2,056,424

営業費用

役員報酬 95,090

給料手当 220,351

人材派遣費 94,975

広告宣伝費 188,001

支払手数料 110,080

減価償却費 23,720

貸倒引当金繰入額 3,589

役員退職慰労引当金繰入額 4,433

ポイント引当金繰入額 8,724

その他 223,632

営業費用合計 972,599

営業利益 1,083,825

営業外収益

受取利息 13,981

有価証券利息 17,419

受取配当金 37

その他 6

営業外収益合計 31,445

営業外費用

為替差損 19

固定資産除却損 120

営業外費用合計 139

経常利益 1,115,131

特別損失

有価証券評価損 35,000

投資有価証券売却損 309

投資有価証券評価損 3,899

その他 375

特別損失合計 39,584

税引前四半期純利益 1,075,546

法人税、住民税及び事業税 461,820

法人税等調整額 △16,007

法人税等合計 445,812

四半期純利益 629,734
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

営業収益 684,711

営業費用

役員報酬 33,369

給料手当 76,100

人材派遣費 32,328

広告宣伝費 57,917

支払手数料 27,884

減価償却費 8,031

貸倒引当金繰入額 106

役員退職慰労引当金繰入額 1,550

ポイント引当金繰入額 4,344

その他 78,307

営業費用合計 319,941

営業利益 364,770

営業外収益

受取利息 4,496

有価証券利息 7,164

受取配当金 11

営業外収益合計 11,671

営業外費用

為替差損 19

営業外費用合計 19

経常利益 376,422

特別損失

有価証券評価損 35,000

投資有価証券評価損 2,224

その他 275

特別損失合計 37,499

税引前四半期純利益 338,922

法人税、住民税及び事業税 151,691

法人税等調整額 △11,233

法人税等合計 140,457

四半期純利益 198,465
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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３四半期累計期間
(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

税引前四半期純利益 1,075,546

減価償却費 23,720

固定資産除却損 120

有価証券評価損益（△は益） 35,000

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） 3,899

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,565

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,099

ポイント引当金の増減額（△は減少） 8,724

受取利息及び受取配当金 △30,722

売上債権の増減額（△は増加） △64,220

営業債務の増減額（△は減少） △6,125

立替金の増減額（△は増加） △66,820

預り金の増減額（△は減少） 43,819

その他 1,245

小計 1,031,161

利息及び配当金の受取額 21,418

法人税等の支払額 △703,705

営業活動によるキャッシュ・フロー 348,874

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 △27,906

無形固定資産の取得による支出 △28,998

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

関係会社株式の取得による支出 △30,600

敷金及び保証金の差入による支出 △320

その他 △5,111

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,468,615

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △341,559

財務活動によるキャッシュ・フロー △341,559

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,461,300

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 ※
 2,965,313
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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３四半期会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。

　

【追加情報】

　
当第３四半期累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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３四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３四半期会計期間末
(平成20年12月31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　　　66,109千円 ※　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３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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 2,965,313千円

有価証券 　460,730〃

　　　計 3,426,043千円

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 △460,730〃

現金及び現金同等物 2,965,313千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成

20年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第３四半期会計期間末

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　　　1,340千円

　

　

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)

　当第３四半期会計期間末（平成21年12月31日）

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 150,199 107,139 △43,060

　債　券 1,379,259 1,273,443 △105,816

　その他 6,367 4,495 △1,872

合　計 1,535,826 1,385,077 △150,748
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(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)

重要性が乏しいため記載しておりません。

　

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

　

(持分法損益等)

第３四半期累計期間

　

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

関連会社に関する事項

　関連会社に対する投資の金額 30,600千円

　持分法を適用した場合の投資の金額 28,565千円

　持分法を適用した場合の投資損失の金額 △2,034千円

　

第３四半期会計期間

　

当第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

関連会社に関する事項

　関連会社に対する投資の金額 30,600千円

　持分法を適用した場合の投資の金額 28,565千円

　持分法を適用した場合の投資損失の金額 △2,034千円
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第３四半期会計期間末
(平成20年12月31日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

15,728.46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３四半期会計期間末
(平成20年12月31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) 4,900,126 4,711,134

普通株式に係る純資産額(千円) 4,898,786 4,711,134

差額の主な内訳(千円)　

　新株予約権

 

1,340

 

―

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

第３四半期累計期間

　

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

１株当たり四半期純利益 2,021.88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３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 629,734

普通株式に係る四半期純利益(千円) 629,734

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
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第３四半期会計期間

　

当第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益 637.21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３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 198,465

普通株式に係る四半期純利益(千円) 198,465

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)

　

当第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

(自己株式の取得）

　当社は、平成21年２月２日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適

用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。

１　自己株式の取得を行う理由

 　 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行と株主還元のため。

２　取得に係る事項の内容

　　(1) 取得対象株式の種類 　 当社普通株式

　　(2) 取得しうる株式の総数　17,000株（上限）

　　　　　　　　　　　　　　　（発行済株式総数(自己株式を除く）に対する割合　5.5％）

　　(3) 株式の取得価額の総額　600,000千円

　　(4) 取得期間              平成21年２月３日～平成21年３月24日

    (5) 取得方法　　　　　　　東京証券取引所における市場買付

 

　

　

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21年２月13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３四半期会計期間(平成20年

10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31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12月31日現在の財政状態、同日

をもって終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間の

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。

　

EDINET提出書類

株式会社一休(E05501)

四半期報告書

23/23


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	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
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)ライツプランの内容
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	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

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期財務諸表
	(1)四半期貸借対照表
	(2)四半期損益計算書
	第３四半期累計期間
	第３四半期会計期間

	(3)四半期キャッシュ・フロー計算書
	継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
	追加情報
	注記事項


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

