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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12期
第１四半期
累計(会計)期間

第11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21年４月１日
至　平成21年６月30日

自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

営業収益 (千円) 598,116 622,482 2,652,570

経常利益 (千円) 295,782 310,999 1,418,470

四半期(当期)純利益 (千円) 172,910 181,944 773,975

持分法を適用した
場合の投資損失

(千円) － 3,021 3,089

資本金 (千円) 888,998 888,998 888,998

発行済株式総数 (株) 311,460 297,718 311,460

純資産額 (千円) 4,545,570 4,341,794 4,445,509

総資産額 (千円) 4,914,090 5,260,614 5,283,742

１株当たり純資産額 (円) 14,594.39 14,575.33 14,925.19

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 555.16 611.13 2,492.72

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － － －

１株当たり配当額 (円) － － 1,100.00

自己資本比率 (％) 92.5 82.5 84.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △38,127 108,546 675,530

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,408,087 △63,653 △1,612,215

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △275,138 △272,503 △929,809

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 2,705,260 2,332,509 2,560,119

従業員数
[ほか、平均臨時雇用人数]

(名) 44[25] 46 44

(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　第11期第１四半期累計（会計）期間の持分法を適用した場合の投資損失については、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、第11期第１四半期累計（会計）期間は潜在

　　株式が存在しないため記載しておりません。また、第11期及び第12期第１四半期累計（会計）期間におい　　

　　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】

当第１四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。

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

平成21年６月30日現在

従業員数(名) 46[22]

(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) 前年同四半期比(％)

サイト運営手数料収入 590,769 105.5

　
「一休.com」 560,627 102.6

「一休オークション」 550 51.7

　 「乾杯.jp」 － －

　 「一休.comレストラン」 12,035 147.1

　 「一休.comショッピング」 17,556 459.5

広告収入、その他 31,712 83.6

合　　計 622,482 104.1

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　 ２　「乾杯.jp」は、平成21年２月にてサイトを閉鎖しております。

　   ３　「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 【事業等のリスク】

当第１四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、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重要な変更はありません。

　

　

３ 【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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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】

(1) 経営成績の分析

当第１四半期会計期間において、当社の主力事業である「一休.com」を取り巻く外部環境は都心のシ

ティホテルを中心として稼働率低下、販売単価下落の傾向が続きました。

　こうした状況のなかで、利用者を増やすべく「24時間限定予約受付スペシャルプラン」の販売等、これ

までにない新しい企画を展開してまいりました。「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638施設、旅館528施設、合計1,166施設となり、前事業年度末のホテル617施設、旅館489施

設、合計1,106施設から60施設増加しました。販売宿泊室数は約30万室（前年同四半期約29万室）、販売取

扱高は6,896百万円（前年同四半期7,146百万円）となり、一室あたりの平均単価は22,660円（前年同四

半期24,873円）となりました。その結果、手数料収入は560百万円となりました。

　「一休.comレストラン」は第１四半期会計期間末において参加店舗は517店舗となり、前事業年度末の

501店舗から16店舗、前年同四半期末の418店舗からは99店舗増加し、ラインナップが拡充されたことで利

用者が増加し、手数料収入は12百万円（前年同四半期８百万円）となりました。

　「一休.comショッピング」は平成19年7月からサービスを開始し、当第１四半期会計期間末において参

加店舗は409店舗となり、前事業年度末の345店舗から64店舗、前年同四半期末の186店舗からは223店舗増

加しました。母の日、父の日ギフトの売上が好調だった結果、手数料収入は17百万円（前年同四半期3百万

円）となりました。

　「広告収入、その他」は31百万円（前年同四半期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があり、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という傾向があります。

　これらの結果、「サイト運営手数料収入」は590百万円（前年同四半期比5.5％増）となり、「広告収入、

その他」を加え営業収益は622百万円（前年同四半期比4.1％増）となりました。一方、営業費用はカード

手数料、ポイント引当金繰入の増加等を主たる理由として、321百万円（前年同四半期比3.7％増）とな

り、結果、営業利益300百万円（前年同四半期比4.5％増）、経常利益310百万円（前年同四半期比5.1％

増）、四半期純利益181百万円（前年同四半期比5.2％増）となりました。

　

　

(2) 財政状態の分析

当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ23百万円減少し、5,260百万円となり

ました。その主な要因は、未払法人税等の支払等に伴い現金及び預金が227百万円減少した一方で、次世代

システム開発の投資等に伴う無形固定資産が142百万円増加したためであります。また、償還期限が１年

以内となった社債387百万円を投資有価証券から流動資産の有価証券に振替えて表示しております。

　負債合計額は前事業年度末に比べ80百万円増加し、918百万円となりました。その主な要因は、未払金が

159百万円、預り金が59百万円増加した一方で、未払法人税等が154百万円減少したためであります。

　純資産は、前事業年度末に比べ103百万円減少し4,341百万円となりました。その主な要因は、四半期純利

益の計上181百万円、配当の実施327百万円によるものであります。

　

　

(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、2,332百万円（前年同四半期比86.2％）と前

第１四半期会計期間末と比べ372百万円の減少となりました。

EDINET提出書類

株式会社一休(E05501)

四半期報告書

 5/22



　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310百万

円（前年同四半期比105.1％）、法人税等の支払額262百万円（前年同四半期比70.9％）等があり、108百

万円の収入（前年同四半期は38百万円の支出）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、無形固定資産の取得による支出

51百万円（前年同四半期は４百万円の支出）等により、63百万円の支出（前年同四半期は1,408百万円の

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270百万円等に

より、272百万円の支出（前年同四半期比99.0％）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、除去等について、

重要な変更並び重要な設備計画の完了はありません。

　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21年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21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 297,718 297,718
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株制度を採用
しておりません。

計 297,718 297,718 ― ―

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　平成20年６月24日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成20年６月24日　取締役会決議

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年６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。
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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21年４月30日
(注）

△13,742 297,718― 888,998― 1,095,233

（注）　自己株式の消却による減少であります。
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(5) 【大株主の状況】

　当社は、平成21年４月30日付で、自己株式13,742株の消却を実施いたしました。

　　なお、上記以外に当第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。

　

　

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年６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 297,718 297,718 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 297,718 ― ―

総株主の議決権 ― 297,718 ―

　

　

② 【自己株式等】

平成21年６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21年４月 ５月 ６月

最高(円) 51,200 46,900 42,600

最低(円) 42,400 39,700 38,500

(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。

　なお、前第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）は、改正前の四半期財務諸

表等規則に基づき、当第１四半期会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四

半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年６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　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、前第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、また当第１四半期会計期間（平成21年４月

１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期累計期間(平成21年４月１日から平成21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る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１四半期会計期間末
(平成21年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,332,509 2,560,119

売掛金 322,318 333,437

有価証券 879,137 431,675

貯蔵品 1,149 55

前払費用 28,767 16,811

繰延税金資産 30,708 56,957

未収入金 451,246 423,398

その他 5,727 13,260

貸倒引当金 △1,735 △1,967

流動資産合計 4,049,828 3,833,748

固定資産

有形固定資産

車両運搬具（純額） 3,730 4,165

工具、器具及び備品（純額） 39,571 36,546

有形固定資産合計 ※１
 43,302

※１
 40,711

無形固定資産

ソフトウエア 13,939 14,645

ソフトウエア仮勘定 356,121 213,263

電話加入権 44 44

無形固定資産合計 370,106 227,953

投資その他の資産

投資有価証券 501,904 877,757

関係会社株式 30,600 30,600

破産更生債権等 2,068 2,596

繰延税金資産 172,943 186,459

敷金及び保証金 61,261 60,965

その他 30,667 25,545

貸倒引当金 △2,068 △2,596

投資その他の資産合計 797,376 1,181,328

固定資産合計 1,210,785 1,449,993

資産合計 5,260,614 5,283,742
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

未払金 621,786 462,436

未払費用 4,491 1,720

未払法人税等 118,395 272,600

未払消費税等 22,540 19,328

預り金 89,190 29,755

ポイント引当金 25,916 17,474

流動負債合計 882,320 803,316

固定負債

役員退職慰労引当金 36,498 34,916

固定負債合計 36,498 34,916

負債合計 918,819 838,233

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 2,415,885 3,148,189

自己株式 － ※２
 △586,758

株主資本合計 4,400,117 4,545,662

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △60,779 △102,164

評価・換算差額等合計 △60,779 △102,164

新株予約権 2,457 2,010

純資産合計 4,341,794 4,445,509

負債純資産合計 5,260,614 5,283,742
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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）

前第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)

当第１四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

営業収益 598,116 622,482

営業費用

役員報酬 28,350 33,369

給料手当 72,591 74,925

人材派遣費 33,133 22,483

広告宣伝費 50,002 53,104

支払手数料 43,649 34,268

減価償却費 7,722 6,107

貸倒引当金繰入額 2,770 －

役員退職慰労引当金繰入額 1,333 1,581

ポイント引当金繰入額 1,205 10,095

その他 69,714 86,040

営業費用合計 310,474 321,977

営業利益 287,641 300,505

営業外収益

受取利息 4,555 2,008

有価証券利息 3,552 7,190

受取配当金 26 12

その他 6 1,340

営業外収益合計 8,140 10,551

営業外費用

自己株式取得費用 － 57

営業外費用合計 － 57

経常利益 295,782 310,999

税引前四半期純利益 295,782 310,999

法人税、住民税及び事業税 105,419 117,693

法人税等調整額 17,453 11,362

法人税等合計 122,872 129,055

四半期純利益 172,910 181,944
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第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)

当第１四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21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 295,782 310,999

減価償却費 7,722 6,107

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,746 △760

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － 1,581

ポイント引当金の増減額（△は減少） 1,205 8,441

受取利息及び受取配当金 △4,581 △9,211

売上債権の増減額（△は増加） 13,467 11,119

営業債務の増減額（△は減少） 1,506 15,986

未収入金の増減額（△は増加） － △27,847

その他 7,706 39,591

小計 325,557 356,009

利息及び配当金の受取額 6,250 14,952

法人税等の支払額 △369,935 △262,415

営業活動によるキャッシュ・フロー △38,127 108,546

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 △6,571

無形固定資産の取得による支出 △4,106 △51,879

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 △295

その他 △3,464 △4,906

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,408,087 △63,653

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 － △1,507

配当金の支払額 △275,138 △270,995

財務活動によるキャッシュ・フロー △275,138 △272,503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,721,353 △227,609

現金及び現金同等物の期首残高 4,426,613 2,560,119

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,705,260

※
 2,332,509

EDINET提出書類

株式会社一休(E05501)

四半期報告書

15/22



【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１四半期会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

該当事項はありません。

　

【表示方法の変更】

当第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　前第1四半期累計期間において、「営業活動によるキャシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未収入金の増減額

（△は増加）」は金額的重要性が増加したため、当第１四半期累計期間より区分掲記することといたしました。

　なお、前第１四半期累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「未収入金の増減額

（△は増加）」の金額は641千円であります。

　

【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21年６月30日)

前事業年度末
(平成21年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額　　　77,716千円

 
＿＿＿＿＿＿＿＿

 
 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額　　　72,926千円

 

※２ 取締役会決議後消却手続を完了していない自己株式

　　　　　　　　　　　　　

　　自己株式の帳簿価額　　 　　　　 　586,758千円
    種類　　 　　　　　　　　　　　　 　普通株式
    株式数　　　　　　　　　　　　　   　13,742株

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

前第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)

当第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21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
 

※　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　　　　　　　　　　2,332,509千円

　　現金及び現金同等物 　　　　　　 2,332,509千円　　　　　　　　　　
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(株主資本等関係)

当第１四半期会計期間末(平成21年６月30日)及び当第１四半期累計期間（自平成21年４月１日　至平成21

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) 297,718

　

　

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　　　2,457千円

　

　
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21年６月24日
定時株主総会

普通株式 繰越利益剰余金 327,489 1,100平成21年３月31日 平成21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。

　　　

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

当社は、平成21年３月30日の取締役会決議に基づき、平成21年４月30日付で、自己株式の消却を実施

いたしました。この結果、当第１四半期累計期間において、利益剰余金及び自己株式がそれぞれ586百万

円減少しております。

　

　

　

(有価証券関係)

当第１四半期会計期間末（平成21年６月30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 96,536 109,320 12,784

　債　券 1,382,881 1,266,557 △116,324

　その他 4,119 5,164 1,045

合　計 1,483,536 1,381,041 △102,494
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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。

　

(持分法損益等)

前第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)

当第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30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　　　 24,488千円

　持分法を適用した場合の投資損失の金額　  3,021千円

　

(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21年６月30日)

前事業年度末
(平成21年３月31日)

　　　　　　　　　　　　14,575.33円　　　　　　　　　　　

 

　　　　　　　　　　　　14,925.19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21年６月30日)

前事業年度
(平成21年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 4,341,794 4,445,509

普通株式に係る純資産額(千円) 4,339,337 4,443,498

差額の主な内訳(千円)　
　新株予約権

2,457 2,010

普通株式の発行済株式数(株)　 297,718 311,460

普通株式の自己株式数(株) ― 13,742

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)

297,718 297,718

　

２　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

　
前第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)

当第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

　１株当たり四半期純利益金額　　　　　　555.16円　　　　　

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額　―円　　　　

　

　１株当たり四半期純利益金額　　　　　　611.13円　　　　　

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額　―円　

(注)　１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、前第１四半期累計期間は潜在株式が存在しない　

　　ため記載しておりません。また、当第１四半期累計期間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。

　　　２　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

　

項目
前第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)

当第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 172,910 181,944

普通株式に係る四半期純利益(千円) 172,910 181,944

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) 311,460 297,718

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
株式について前事業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)

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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21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

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　林　　　達　郎　  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21年４月１日から平成22年３月31日までの第12期事業年度の第１四半期会計期間（平成21年

４月１日から平成21年６月30日まで）及び第１四半期累計期間(平成21年４月１日から平成21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21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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