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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２四半期累計期間
第14期

第２四半期累計期間
第13期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日

自  平成23年４月１日
至  平成23年９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) 1,526,760 1,679,320 2,950,567

経常利益 (千円) 196,372 331,150 654,299

四半期(当期)純利益 (千円) 104,905 100,676 266,698

持分法を適用した
場合の投資損失

(千円) 1,570 39,436 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) 4,830,471 4,756,973 4,980,502

総資産額 (千円) 5,953,256 6,662,735 5,942,754

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 352.36 338.16 895.81

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 352.36 － 895.79

１株当たり配当額 (円) － － 1,100.00

自己資本比率 (％) 81.0 71.2 83.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 256,719 726,933 708,314

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 106,978 △767,187 △519,654

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △323,187 △325,273 △326,310

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 3,009,415 2,465,727 2,831,254

　

回次
第13期

第２四半期会計期間
第14期

第２四半期会計期間

会計期間
自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日

自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (千円) 97.71 195.75

(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２四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２四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２四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以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものでありま

す。

　

海外事業展開について

当社は海外での事業展開活動に着手しております。海外展開におきましては地域特性によるビジネス

リスクが多岐にわたり存在し、当社はこれらのリスクを最小限にすべく十分な対策を講じたうえで海外

事業展開を進めてゆく方針ですが、予測困難なビジネスリスクが発生した場合には、当社の業績に影響を

及ぼす可能性があります。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当社と森トラスト株式会社は、平成23年６月に、中国国内で高級ホテルに特化した宿泊予約サイト運営

事業を展開することを目的として、ケイマン諸島にMT Ikyu Inc.を設立いたしました。しかし、合弁事業

運営が想定以上に困難になったため、当該合弁事業の解消による損失計上を平成23年10月27日開催の取

締役会において決議いたしました。

当該合弁事業において生じた費用・損失につき出資比率に応じて両社が負担し、速やかに解消手続き

を進めてまいります。

(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%
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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２四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の経済活

動の自粛、放射能汚染の不安や、長引く円高の影響を受けて外国人の来日数が激減するなどホテルや旅館

など観光業を営む施設には大変厳しい状況となりました。こうした中、当社サイトでは販売部屋在庫数確

保に努めるとともに、タイムセール等積極的な販促策により、販売数が前年に比べ増加しました。

  当社では、４月より一休会員制プログラム「fan」をスタートし、ポイント付与率の大幅引き上げ、また

スタンプ付与による複数サービスの利用増加を目指し会員へのサービス拡充を図ってまいりました。ま

た、「fan」プログラムスタートにあたり、４月より宿泊施設からの手数料率を現行の８％を10％に引き

上げる予定でしたが、震災の影響が宿泊施設に直接的・間接的に多大な影響を与えたことを考慮し、値上

げ時期を10月に延期いたしました。上期については、「fan」のロイヤリティプログラム拡充のためのコ

ストを当社にて負担してまいりました。

  「一休.com」、「一休.comビジネス」の取扱施設数は当第２四半期会計期間末において、ホテル1,416

施設（うち一休.comビジネス726施設）、旅館639施設、合計2,055施設となり、前事業年度末のホテル

1,339（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109施設増加いたしました。販

売宿泊室数は約76万室（前年同期約70万室）、販売取扱高は16,998百万円（前年同期16,352百万円）と

なり、一室あたりの平均単価は22,456円（前年同期23,390円）となりました。その結果手数料収入は

1,430百万円（前年同期1,352百万円）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137百万円（前年同期105百万円）となりまし

た。

  昨年10月にスタートした「一休マーケット」の手数料収入は、65百万円となりました。

  「広告収入、その他」は、46百万円（前年同期68百万円）となりました。

  これらの結果、「サイト運営手数料収入」は1,633百万円（前年同期1,458百万円・12.0％増）となり、

「広告収入、その他」を加え営業収益は1,679百万円（前年同期1,526百万円・10.0％増）となりました。

一方、営業費用は上記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ました

が、昨年に実施したテレビ広告については実施しなかったため1,371百万円（前年同期1,345百万円・

1.9％増）となりました。結果、営業利益308百万円（前年同期181百万円・69.8%増）、経常利益331百万円

（前年同期196百万円・68.6%増）となり、森トラスト株式会社との中国合弁事業の解消に伴う事業撤退

損など152百万円を特別損失として計上し、四半期純利益100百万円（前年同期104百万円・4.0％減）と

なりました。

　

EDINET提出書類

株式会社一休(E05501)

四半期報告書

 4/20



　

  (2) 財政状態の分析

  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719百万円増加し、6,662百万円となり

ました。その主な要因は、現金及び預金が378百万円減少した一方で、海外事業展開を目的とした合弁会社

設立に伴い関係会社株式が802百万円、繰延税金資産（流動・固定）が172百万円及び売掛金が166百万円

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943百万円増加し、1,905百万円となりました。その主な要因は、未払

金が394百万円、未払法人税等が208百万円及びポイント引当金が209百万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223百万円減少し4,756百万円となりました。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100百万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２四半期累計期間における現金及び現金同等物は、2,465百万円（前年同期比18.1％減）と前第２

四半期累計期間と比べ543百万円の減少となりました。

  当第２四半期累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２四半期累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178百万

円（前年同期比3.7％減）、営業債務の増加398百万円（前年同期比120.2％増）、ポイント引当金の増加

209百万円（前年同期は18百万円）等があり、726百万円の収入（前年同期比183.2%増）となりました。　

　
〈投資活動によるキャッシュ・フロー〉

  当第２四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社株式の取得による支

出802百万円等により、767百万円の支出（前年同期は106百万円の収入）となりました。

　
〈財務活動によるキャッシュ・フロー〉

  当第２四半期累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325百万円（前

年同期比0.6％増）のみとなりました。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四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。

　

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

　

(6) 従業員数

    当第２四半期累計期間において、従業員数の著しい増減はありません。

　

(7) 生産、受注及び販売実績

    当第２四半期累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。

　

(8) 主要な設備

当第２四半期累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前事業年度末におけ

る計画の著しい変更はありません。
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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２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年11月11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】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成23年６月23日

新株予約権の数(個) 400

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） 400（注）１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 40,156（注）２

新株予約権の行使期間 平成25年６月24日～平成30年６月24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    40,156
        資本組入額  20,078

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) 【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９月30日 ― 297,718 ― 888,998 ― 1,095,233
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(6) 【大株主の状況】

平成23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 東京都渋谷区 134,064 45.03

森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門２丁目３番１７号 26,493 8.90

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８-１１ 9,327 3.13

野村信託銀行株式会社（投信
口）

東京都千代田区大手町２丁目２-２ 4,144 1.39

高野  裕二 千葉県浦安市 4,020 1.35

伊藤  栄子 東京都台東区 3,660 1.23

栗原  俊樹 東京都文京区 3,540 1.19

森  靖夫 東京都目黒区 2,700 0.91

藤原  貴夫 東京都杉並区 2,440 0.82

浅井  慶三 東京都世田谷区 2,360 0.79

計 ― 192,748 64.74

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成23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 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 ― ― ― ― ―
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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、第２四半期会計期間(平成23年７月１日から

平成23年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成23年４月１日から平成23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２四半期会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,331,254 2,952,760

売掛金 319,112 485,311

貯蔵品 2,323 3,776

前払費用 19,540 41,008

繰延税金資産 49,057 151,728

未収入金 128,216 275,764

その他 14,061 19,269

貸倒引当金 △1,104 △548

流動資産合計 3,862,462 3,929,071

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 20,032 18,806

車両運搬具（純額） 6,553 5,186

工具、器具及び備品（純額） 45,656 46,854

有形固定資産合計 72,242 70,847

無形固定資産

ソフトウエア 483,289 421,800

電話加入権 44 44

無形固定資産合計 483,334 421,845

投資その他の資産

投資有価証券 1,103,391 1,014,159

関係会社株式 30,600 833,000

破産更生債権等 2,075 645

繰延税金資産 248,259 317,812

敷金及び保証金 70,435 69,430

その他 72,029 81,978

貸倒引当金 △2,075 △645

投資損失引当金 － △75,409

投資その他の資産合計 1,524,716 2,240,971

固定資産合計 2,080,292 2,733,664

資産合計 5,942,754 6,662,735
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

未払金 531,038 925,810

未払費用 2,107 7,184

未払法人税等 48,000 256,000

未払消費税等 5,173 29,941

前受金 110,169 129,247

預り金 131,409 211,560

ポイント引当金 84,448 293,803

流動負債合計 912,347 1,853,549

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 1,905,761

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 2,767,108

株主資本合計 4,978,153 4,751,340

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △7,597 △7,027

評価・換算差額等合計 △7,597 △7,027

新株予約権 9,946 12,660

純資産合計 4,980,502 4,756,973

負債純資産合計 5,942,754 6,662,735
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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）

前第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

営業収益 1,526,760 1,679,320

営業費用

役員報酬 77,532 93,417

給料手当 182,224 219,822

人材派遣費 101,258 123,469

広告宣伝費 497,707 207,077

支払手数料 84,274 127,383

システム関連費 110,887 45,946

減価償却費 78,129 80,753

貸倒引当金繰入額 171 －

役員退職慰労引当金繰入額 4,115 2,307

ポイント引当金繰入額 27,784 254,779

その他 181,189 216,190

営業費用合計 1,345,277 1,371,148

営業利益 181,483 308,171

営業外収益

受取利息 3,604 2,607

有価証券利息 7,979 10,905

受取配当金 12 14

退蔵益 ※１
 1,940

※１
 15,795

その他 1,430 3,000

営業外収益合計 14,966 32,323

営業外費用

為替差損 51 9,283

保険解約損 24 －

その他 － 61

営業外費用合計 76 9,344

経常利益 196,372 331,150

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

投資有価証券売却損 － 32,370

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 11,968 －

事業撤退損 － ※２
 120,000

その他 30 －

特別損失合計 11,998 152,370

税引前四半期純利益 185,630 178,780

法人税、住民税及び事業税 105,319 250,719

法人税等調整額 △24,594 △172,615

法人税等合計 80,725 78,104

四半期純利益 104,905 100,676
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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２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23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 185,630 178,780

減価償却費 78,129 80,753

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 11,968 －

固定資産売却損益（△は益） △1,256 －

投資有価証券売却損益（△は益） － 32,370

貸倒引当金の増減額（△は減少） 147 △1,985

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,115 2,307

ポイント引当金の増減額（△は減少） 18,041 209,354

投資損失引当金の増減額（△は減少） － 75,409

受取利息及び受取配当金 △11,596 △13,527

売上債権の増減額（△は増加） △160,330 △166,198

営業債務の増減額（△は減少） 181,146 398,853

未収入金の増減額（△は増加） 67,470 △149,011

預り金の増減額（△は減少） 51,635 80,151

その他 26,520 26,847

小計 451,623 754,104

利息及び配当金の受取額 15,863 12,399

法人税等の支払額 △210,767 △39,569

営業活動によるキャッシュ・フロー 256,719 726,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △500,000

定期預金の払戻による収入 － 500,000

有形固定資産の取得による支出 △33,929 △11,949

有形固定資産の売却による収入 3,600 360

無形固定資産の取得による支出 △79,770 △5,262

投資有価証券の取得による支出 △176,269 －

投資有価証券の償還による収入 400,000 －

投資有価証券の売却による収入 － 60,549

関係会社株式の取得による支出 － △802,400

敷金及び保証金の回収による収入 － 1,463

その他 △6,652 △9,948

投資活動によるキャッシュ・フロー 106,978 △767,187

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △323,187 △325,273

財務活動によるキャッシュ・フロー △323,187 △325,273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 40,510 △365,526

現金及び現金同等物の期首残高 2,968,904 2,831,254

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 3,009,415

※
 2,465,727
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【追加情報】

　
当第２四半期累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

１.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に含めて計上しております。

 

３.投資先会社に対する投資損失に備えるため、当第２四半期会計期間末において当該会社の財政状態等を勘案し

て投資損失引当金を設定しております。

　

【注記事項】

　

(四半期損益計算書関係)

　

前第２四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

※１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                 1,940千円

                ―――――――――

※１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                15,795千円

※２事業撤退損

中国合弁事業の解消によるものであります。　

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※　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は下記

のとおりであります。
　

　
前第２四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

現金及び預金 3,509,415千円 2,952,760千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △500,000 〃 △500,000 〃

その他 ――――― 12,966 〃

現金及び現金同等物 3,009,415千円 2,465,727千円
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(株主資本等関係)

前第２四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９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２四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２四半期会計期間の末

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２四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９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２四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２四半期会計期間の末

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２四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９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      20,466千円

  持分法を適用した場合の投資損失の金額   1,570千円

  関連会社に対する投資の金額            833,000千円

  持分法を適用した場合の投資の金額      746,372千円

  持分法を適用した場合の投資損失の金額   39,436千円

※持分法を適用した場合の投資損失の金額は、特別損失の

事業撤退損に含まれております。

　

(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。
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(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２四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 352円36銭 338円16銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額(千円) 104,905 100,676

    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) 104,905 100,676

    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 352円36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) 8 ―

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

― ―

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について、当第２四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。

　

(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23年11月11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２四半期会計期間(平成23年
７月１日から平成23年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成23年４月１日から平成23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、四半期キャッシュ・フロー計算
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９月30日現在の財政状態並び
に同日をもって終了する第２四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。

　
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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