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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３四半期累計期間
第14期

第３四半期累計期間
第13期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日

自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31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) 2,321,963 2,740,073 2,950,567

経常利益 (千円) 485,384 771,109 654,299

四半期(当期)純利益 (千円) 273,397 312,961 266,698

持分法を適用した
場合の投資損失

(千円) 26 53,556 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) 4,998,180 4,962,944 4,980,502

総資産額 (千円) 6,192,719 7,216,384 5,942,754

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 918.31 1,051.20 895.81

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 918.29 － 895.79

１株当たり配当額 (円) － － 1,100.00

自己資本比率 (％) 80.6 68.6 83.6

　

回次
第13期

第３四半期会計期間
第14期

第３四半期会計期間

会計期間
自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日

自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (千円) 565.95 713.04

(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３四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３四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３四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】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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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３四半期累計期間における当社を取り巻く外部環境は、東日本大震災の復興需要による一部景気

の回復が見られたものの、原発問題の長期化、欧州の財政不安や長引く円高などにより外国人旅行者の日

本離れ、個人消費の手控えなどが続き、ホテル・旅館などの稼働率が低下する傾向にありました。

  こうした状況のなかで、間際まで予約を受け付けられるインターネット予約サイトの強みを活かし、当

社の各サービスは概ね堅調に推移してまいりました。震災の影響を考慮し、当初の4月から10月に延期し

ておりました手数料率の値上げも10月より予定通り開始し、先行して行っていたロイヤリティプログラ

ム強化のための費用増をまかなう形となりました。

  「一休.com」、「一休.comビジネス」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1,442

施設（うち一休.comビジネス752施設）、旅館638施設、合計2,080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134施設増加しました。販

売宿泊室数は約113万室（前年同期約104万室）、販売取扱高は25,480百万円（前年同期24,195百万円）

となり、一室あたりの平均単価は22,561円（前年同期23,326円）となりました。その結果、手数料収入は

2,273百万円（前年同期2,003百万円）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275百万円（前年同期198百万円）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117百万円（前年同期17百万円）となりました。

  「広告収入、その他」は73百万円（前年同期102百万円）となりました。

  これらの結果、「サイト運営手数料収入」は2,666百万円（前年同期比20.1％増）となり、「広告収入、

その他」を加え営業収益は2,740百万円（前年同期比18.0％増）となりました。一方、営業費用は、4月か

ら開始しているロイヤリティプログラムの強化にともないポイント引当金繰入額等が増加したため、

2,008百万円（前年同期比8.3％増）となりました。結果、営業利益731百万円（前年同期比56.7％増）、経

常利益771百万円（前年同期比58.9％増）、四半期純利益312百万円（前年同期比14.5%増）となりまし

た。

　

  (2) 財政状態の分析

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1,273百万円増加し、7,216百万円とな

りました。その主な要因は、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、売

掛金が256百万円、繰延税金資産（流動・固定）が187百万円及び未収入金が154百万円、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1,291百万円増加し、2,253百万円となりました。その主な要因は、未

払金が544百万円、未払法人税等が289百万円及びポイント引当金が286百万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17百万円減少し4,962百万円となりました。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312百万円によるものであります。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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。

　

(5) 従業員数

    当第３四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。

　

(6) 生産、受注及び販売実績

    当第３四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。

　

(7) 主要な設備

当第３四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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年２月10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。
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(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12月31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３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成23年12月31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12月31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ける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３四半期会計期間(平成23年10月１日から

平成23年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成23年４月１日から平成23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。

　

　

　

　

EDINET提出書類

株式会社一休(E05501)

四半期報告書

 8/16



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３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,331,254 3,444,185

売掛金 319,112 575,356

有価証券 － 492,650

貯蔵品 2,323 4,404

前払費用 19,540 41,410

繰延税金資産 49,057 194,368

未収入金 128,216 282,755

その他 14,061 20,598

貸倒引当金 △1,104 △686

流動資産合計 3,862,462 5,055,042

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 20,032 18,193

車両運搬具（純額） 6,553 4,503

工具、器具及び備品（純額） 45,656 43,230

有形固定資産合計 72,242 65,927

無形固定資産

ソフトウエア 483,289 386,253

電話加入権 44 44

無形固定資産合計 483,334 386,298

投資その他の資産

投資有価証券 1,103,391 506,902

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 248,259 290,623

敷金及び保証金 70,435 68,927

その他 72,029 85,071

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 1,709,115

固定資産合計 2,080,292 2,161,341

資産合計 5,942,754 7,216,384
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

未払金 531,038 1,075,102

未払費用 2,107 1,216

未払法人税等 48,000 337,000

未払消費税等 5,173 59,538

前受金 110,169 136,805

預り金 131,409 220,454

ポイント引当金 84,448 371,110

流動負債合計 912,347 2,201,227

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 2,253,440

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 2,979,393

株主資本合計 4,978,153 4,963,625

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △7,597 △14,697

評価・換算差額等合計 △7,597 △14,697

新株予約権 9,946 14,015

純資産合計 4,980,502 4,962,944

負債純資産合計 5,942,754 7,216,384
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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）

前第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

営業収益 2,321,963 2,740,073

営業費用

役員報酬 122,819 141,547

給料手当 270,215 330,483

人材派遣費 154,992 170,938

広告宣伝費 575,182 297,765

支払手数料 127,346 178,270

システム関連費 143,092 66,145

減価償却費 119,172 121,660

貸倒引当金繰入額 326 －

役員退職慰労引当金繰入額 6,423 2,307

ポイント引当金繰入額 42,559 383,755

その他 292,947 315,649

営業費用合計 1,855,079 2,008,523

営業利益 466,884 731,550

営業外収益

受取利息 5,049 4,037

有価証券利息 11,616 16,433

受取配当金 23 25

退蔵益 ※１
 3,580

※１
 23,446

その他 1,446 3,371

営業外収益合計 21,715 47,313

営業外費用

為替差損 － 7,646

固定資産除却損 3,056 －

その他 158 108

営業外費用合計 3,214 7,754

経常利益 485,384 771,109

特別利益

固定資産売却益 1,256 －

投資有価証券売却益 － 27,515

特別利益合計 1,256 27,515

特別損失

投資有価証券売却損 － 32,370

投資有価証券評価損 84 －

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
 160,000

その他 30 －

特別損失合計 12,082 192,370

税引前四半期純利益 474,558 606,254

法人税、住民税及び事業税 232,526 477,171

法人税等調整額 △31,365 △183,878

法人税等合計 201,161 293,293

四半期純利益 273,397 312,961
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【追加情報】

　
当第３四半期累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31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３四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。

　
４.平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正す

る法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の

確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布され、平成24年４月１日以降開始する事業年度より法

人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効

税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。

  平成24年３月31日まで 40.69%

  平成24年４月１日から平成27年３月31日 38.01%

  平成27年４月１日以降 35.64％

この税率の変更により、繰延税金資産の純額が41,154千円減少し、当第３四半期累計期間に費用計上された法人税

等合計の金額が41,154千円増加しております。

　

　

【注記事項】

(四半期損益計算書関係)

　

前第３四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31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                 3,580千円

                ―――――――――

※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                23,446千円

※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)

　

当第３四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３四半

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３四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

減価償却費 119,172千円 121,660千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

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３四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３四半期会計期間の末

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３四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

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３四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３四半期会計期間の末

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)

　

　
前事業年度

（平成23年３月31日)
当第３四半期会計期間
（平成23年12月31日)

関係会社に対する投資の金額 30,600千円 833,000千円

持分法を適用した場合の投資の金額 19,508千円 743,251千円

　

　
前第３四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

持分法を適用した場合の投資損失の金額 26千円 53,556千円

※持分法を適用した場合の投資損失の金額は、当第３四半期累計期間においては特別損失の事業撤退損に含
まれております。
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(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。

　

　

(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３四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 918円31銭 1,051円20銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額(千円) 273,397 312,961

    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) 273,397 312,961

    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 918円29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３四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24年２月10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３四半期会計期間(平成23年
10月１日から平成23年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成23年４月１日から平成23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12月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する第３四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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