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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】

　

回次
第13期

第１四半期累計期間
第14期

第１四半期累計期間
第13期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日

自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

営業収益 (千円) 618,128 683,778 2,950,567

経常利益 (千円) 140,900 75,675 654,299

四半期(当期)純利益 (千円) 75,814 42,396 266,698

持分法を適用した
場合の投資損失

(千円) 3,685 2,161 2,527

資本金 (千円) 888,998 888,998 888,998

発行済株式総数 (株) 297,718 297,718 297,718

純資産額 (千円) 4,784,585 4,695,970 4,980,502

総資産額 (千円) 5,742,925 6,131,472 5,942,754

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 254.65 142.41 895.81

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 254.65 － 895.79

１株当たり配当額 (円) － － 1,100.00

自己資本比率 (％) 83.2 76.4 83.6

(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  潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額について、第14期第１四半期累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。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、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。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

  当第１四半期累計期間において、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。

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当社は、平成23年５月12日開催の取締役会において、宿泊予約サイト事業の中国における展開をはかる

目的で森トラスト株式会社と下記の合弁会社を設立することを決定しており、平成23年６月に同社と株

主間契約を締結しております。

(1) 商号          MT Ikyu Inc.

(2) 本店所在地    ケイマン諸島

(3) 資本金        2,000万米ドル

(4) 出資比率      当社：50%

                  森トラスト株式会社：50%

　

３ 【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) 業績の状況

当第１四半期累計期間における当社を取り巻く外部環境は、東日本大震災の影響による個人消費者の

手控え、外国人旅行者の日本離れなどにより、都心のシティホテルを中心として稼働率が大幅に低下して

おりましたが、ゴールデンウィーク近辺から、若干ではありますが、自粛ムードが薄れ、個人消費の持ち直

しが見られるようになってまいりました。一方、電力確保が大きな課題となってきており、企業の節電に

対する取り組みが叫ばれるなか、先行きの不透明感が払拭できない状況になっております。

  こうした状況のなかで、当社ではロイヤリティプログラムの強化として、一休.com会員制サービス

「fan」を立ち上げ、本年４月より一休ポイントの付与率を増加させ、一休スタンプの付与を開始するな

ど多くの会員様に一休のサービスを使って「ぜいたくな体験」をしていただくための施策を進めてまい

りました。

  「一休.com」、「一休.comビジネス」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1,367

施設（うち一休.comビジネス684施設）、旅館624施設、合計1,991施設となり、前事業年度末のホテル

1,339施設（うち一休.comビジネス657施設）、旅館607施設、合計1,946施設から45施設増加しました。販

売宿泊室数は約33万室（前年同期約29万室）、販売取扱高は6,843百万円（前年同期6,579百万円）とな

り、一室あたりの平均単価は20,915円（前年同期22,381円）となりました。なお、東日本大震災による宿

泊施設への影響を考慮し、当初本年４月から予定していた手数料率の値上げを本年１０月からに延期い

たしました。その結果、手数料収入は574百万円（前年同期543百万円）となりました。

  「一休.comレストラン」、「贈る一休」の手数料収入は61百万円（前年同期46百万円）となりました。

  「一休マーケット」では、厳選されたホテル・旅館・レストランなどの魅力的なクーポンの販売を行

い、その手数料収入は31百万円となりました。

  「広告収入、その他」は16百万円（前年同期28百万円）となりました。
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これらの結果、「サイト運営手数料収入」は667百万円（前年同期比13.1％増）となり、「広告収入、そ

の他」を加え営業収益は683百万円（前年同期比10.6％増）となりました。一方、営業費用は、上記のロイ

ヤリティプログラムの強化に伴いポイント引当金繰入額等が増加したため、622百万円（前年同期比

28.2％増）となりました。結果、営業利益60百万円（前年同期比54.0％減）、経常利益75百万円（前年同

期比46.3％減）、四半期純利益42百万円（前年同期比44.1%減）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188百万円増加し、6,131百万円となり

ました。その主な要因は、未収入金が72百万円、繰延税金資産（流動・固定）が55百万円及び売掛金が24

百万円増加したためであります。

  負債合計額は前事業年度末に比べ473百万円増加し、1,435百万円となりました。その主な要因は、未払

金が209百万円、預り金が101百万円及びポイント引当金が85百万円増加したためであります。

  クレジットカード事前決済の増加等により、カード会社に対する未収入金、預り金及び宿泊施設に対す

る未払金が増加しております。

  純資産は、前事業年度末に比べ284百万円減少し4,695百万円となりました。その主な要因は、配当の実

施による減少327百万円、四半期純利益の計上による増加42百万円、によるものであります。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、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。

　

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【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23年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年８月12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】

該当事項はありません。

　

　

(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】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(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
(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23年６月30日 ― 297,718 ― 888,998 ― 1,095,233

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成23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23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 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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第４ 【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)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１四半期会計期間(平成23年４月１日か

ら平成23年６月30日まで)及び当第１四半期累計期間(平成23年４月１日から平成23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）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,331,254 3,354,562

売掛金 319,112 343,982

貯蔵品 2,323 3,076

前払費用 19,540 44,387

繰延税金資産 49,057 88,991

未収入金 128,216 201,165

その他 14,061 23,247

貸倒引当金 △1,104 △665

流動資産合計 3,862,462 4,058,747

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 20,032 19,419

車両運搬具（純額） 6,553 5,870

工具、器具及び備品（純額） 45,656 45,946

有形固定資産合計 72,242 71,235

無形固定資産

ソフトウエア 483,289 452,842

電話加入権 44 44

無形固定資産合計 483,334 452,887

投資その他の資産

投資有価証券 1,103,391 1,103,401

関係会社株式 30,600 30,600

破産更生債権等 2,075 2,185

繰延税金資産 248,259 264,198

敷金及び保証金 70,435 69,933

その他 72,029 80,468

貸倒引当金 △2,075 △2,185

投資その他の資産合計 1,524,716 1,548,601

固定資産合計 2,080,292 2,072,724

資産合計 5,942,754 6,131,472
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

未払金 531,038 740,694

未払費用 2,107 3,491

未払法人税等 48,000 90,500

未払消費税等 5,173 18,867

前受金 110,169 126,473

預り金 131,409 233,137

ポイント引当金 84,448 170,125

流動負債合計 912,347 1,383,289

固定負債

役員退職慰労引当金 49,904 52,212

固定負債合計 49,904 52,212

負債合計 962,251 1,435,502

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 2,993,922 2,708,828

株主資本合計 4,978,153 4,693,060

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △7,597 △8,395

評価・換算差額等合計 △7,597 △8,395

新株予約権 9,946 11,305

純資産合計 4,980,502 4,695,970

負債純資産合計 5,942,754 6,131,472
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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22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

営業収益 618,128 683,778

営業費用

役員報酬 32,244 45,287

給料手当 97,131 108,851

人材派遣費 44,899 55,732

広告宣伝費 61,170 69,027

支払手数料 36,665 75,967

システム関連費 71,025 26,137

減価償却費 37,831 40,138

貸倒引当金繰入額 176 －

役員退職慰労引当金繰入額 1,807 2,307

ポイント引当金繰入額 10,923 93,953

その他 91,984 105,533

営業費用合計 485,861 622,937

営業利益 132,267 60,840

営業外収益

受取利息 1,750 1,004

有価証券利息 4,758 5,422

受取配当金 12 14

退蔵益 ※
 2,130

※
 7,581

その他 － 1,954

営業外収益合計 8,651 15,977

営業外費用

為替差損 18 1,081

その他 － 61

営業外費用合計 18 1,142

経常利益 140,900 75,675

特別利益

固定資産売却益 1,256 －

特別利益合計 1,256 －

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10,471 －

その他 30 －

特別損失合計 10,501 －

税引前四半期純利益 131,655 75,675

法人税、住民税及び事業税 41,442 88,603

法人税等調整額 14,398 △55,325

法人税等合計 55,840 33,278

四半期純利益 75,814 42,396
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【追加情報】

　
当第１四半期累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１.当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。

 

２.平成23年４月より一休スタンプの付与を開始したことに伴い、顧客に付与したスタンプ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に含めて計上しております。

　

【注記事項】

　

(四半期損益計算書関係)

　

前第１四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

※  退蔵益

「一休.comギフト」において、有効期限切れにより

利用されなかった金額                 2,130千円

※  退蔵益

「一休.comギフト」において、有効期限切れにより

利用されなかった金額                 7,581千円

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

　

　
前第１四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

減価償却費 37,831千円 40,138千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

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22年６月24日
定時株主総会

普通株式 327,489 1,100平成22年３月31日 平成22年６月25日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

　

当第１四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

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23年６月23日
定時株主総会

普通株式 327,489 1,100平成23年３月31日 平成23年６月24日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

関連会社に関する事項

　
前第１四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

  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      18,350千円

  持分法を適用した場合の投資損失の金額   3,685千円

  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       17,346千円

  持分法を適用した場合の投資損失の金額    2,161千円

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、インターネットサイト運営事業を単一セグメントと認識しているため、記載を省略しておりま

す。

EDINET提出書類

株式会社一休(E05501)

四半期報告書

12/15



　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及

び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 254円65銭 142円41銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額(千円) 75,814 42,396

    普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 75,814 42,396

    普通株式の期中平均株式数(株) 297,718 297,718

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 254円65銭 ―

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益調整額(千円) ― ―

    普通株式増加数(株) 2 ―

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めなかった潜在株式で、前
事業年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

　

(重要な後発事象)

当第１四半期累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

  平成23年5月12日開催の取締役会において、宿泊予約サイト事業の中国における展開をはかる目的で、森トラス

ト株式会社と合弁会社を設立することを決定し、平成23年７月12日に、当該合弁会社に1,000万米ドル（約８億

円）の出資を行いました。

なお、共同出資会社の森トラスト株式会社も同日に払い込みを終えております。

 

合弁会社の概要

（１） 商号         MT Ikyu Inc.

（２） 本店所在地   ケイマン諸島

（３） 資本金       2,000万米ドル

（４） 出資比率     当社：50%  森トラスト株式会社：50%

 

　

　

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23年８月12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  黒  田      裕    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23年４月１日から平成24年３月31日までの第14期事業年度の第１四半期会計期間(平成23年
４月１日から平成23年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成23年４月１日から平成 23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注記について四半期レビュー
を行った。

　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、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四半
期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。
四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
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23年６月30日現在の財政状態及び
同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績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。

　
利害関係
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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