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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14期

第１四半期累計期間
第15期

第１四半期累計期間
第14期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日

自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

営業収益 (千円) 683,778 1,028,938 3,676,886

経常利益 (千円) 75,675 316,776 1,084,158

四半期(当期)純利益 (千円) 42,396 192,141 484,580

持分法を適用した
場合の投資損失

(千円) 2,161 3,416 39,291

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) 4,695,970 5,017,910 5,151,567

総資産額 (千円) 6,131,472 7,363,117 7,535,064

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 142.41 645.38 1,627.65

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 (％) 76.4 67.9 68.2

(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】

当第１四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。

　

　

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、復興需要が牽引し設備投資など一部持ち

直しの動きが緩やかに見られる一方、原発問題の長期化、欧州危機の再燃などにより依然として先行きが

不透明な状況が続いております。

  こうした状況のなか、当社では休眠会員へのポイント付与や、お誕生日ポイント付与、利用シーンに応

じたスタンプ特典を設けるなどお客様の利用を促進する施策を積極的に展開してまいりました。

  「一休.com」、「一休.comビジネス」の取扱施設数は当第１四半期会計期間末において、ホテル1,507

施設（うち一休.comビジネス787施設）、旅館655施設、合計2,162施設となり、前事業年度末のホテル

1,473施設（うち一休.comビジネス774施設）、旅館642施設、合計2,115施設から47施設増加しました。販

売宿泊室数は約36万室（前年同期約33万室）、販売取扱高は8,054百万円（前年同期6,843百万円）とな

り、一室あたりの平均単価は22,211円（前年同期20,915円）となりました。販売取扱高の増加及び昨年10

月より実施した手数料率の値上効果により、手数料収入は817百万円（前年同期574百万円）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124百万円（前年同期61百万円）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57百万円（前年同期31百万円）となりました。

  「広告収入、その他」は28百万円（前年同期16百万円）となりました。

  これらの結果、「サイト運営手数料収入」は1,000百万円（前年同期比49.9％増）となり、「広告収入、

その他」を加え営業収益は1,028百万円（前年同期比50.5％増）となりました。一方、営業費用は、売上増

に伴うポイント引当金繰入額等が増加したため、731百万円（前年同期比17.5％増）となりました。結果、

営業利益297百万円（前年同期比388.2％増）、経常利益316百万円（前年同期比318.6％増）、四半期純利

益192百万円（前年同期比353.2%増）となりました。
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  (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171百万円減少し、7,363百万円となり

ました。その主な要因は、現預金が617百万円増加した一方で、中国の合弁事業解消により関係会社株式が

802百万円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38百万円減少し、2,345百万円となりました。その主な要因は、未払金

が150百万円、預り金が157百万円増加した一方で、未払法人税等が390百万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133百万円減少し5,017百万円となりました。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192百万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。

　

(5) 従業員数

    当第１四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１四半期累計期間において、次のとおり販売実績が著しく増加しました。

内    訳 販売高(千円) 前年同期比(％)

サイト運営手数料収入 1,000,079 ＋49.9

　
「一休.com」 817,814 ＋42.4

「一休.comレストラン・ショッピング」 124,787 ＋101.8

　 その他「一休マーケット」等 57,477 ＋83.6

広告収入、その他 28,859 +74.6

合    計 1,028,938 ＋50.5

(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(7) 主要な設備

当第１四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１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年８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24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。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成24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24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、第１四半期会計期間(平成24年４月１日から

平成24年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成24年４月１日から平成24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24年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,859,409 4,476,416

売掛金 476,604 500,295

有価証券 496,020 497,975

貯蔵品 3,484 4,032

前払費用 33,926 50,945

繰延税金資産 221,830 219,188

未収入金 284,963 278,270

その他 42,408 22,925

貸倒引当金 △676 △695

流動資産合計 5,417,971 6,049,354

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 17,580 17,056

車両運搬具（純額） 3,820 3,422

工具、器具及び備品（純額） 37,223 44,424

有形固定資産合計 58,624 64,903

無形固定資産

ソフトウエア 353,074 319,914

電話加入権 44 44

無形固定資産合計 353,119 319,959

投資その他の資産

投資有価証券 514,195 514,866

関係会社株式 833,000 30,600

破産更生債権等 293 275

繰延税金資産 247,953 222,998

敷金及び保証金 68,345 67,842

その他 85,360 92,593

貸倒引当金 △293 △275

投資損失引当金 △43,504 －

投資その他の資産合計 1,705,350 928,901

固定資産合計 2,117,093 1,313,763

資産合計 7,535,064 7,363,117
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

未払金 949,290 1,099,858

未払費用 10,629 10,755

未払法人税等 490,000 100,000

未払消費税等 63,969 31,824

前受金 147,391 141,000

預り金 229,875 387,456

ポイント引当金 440,127 522,099

流動負債合計 2,331,284 2,292,994

固定負債

役員退職慰労引当金 52,212 52,212

固定負債合計 52,212 52,212

負債合計 2,383,497 2,345,207

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 3,151,012 3,015,664

株主資本合計 5,135,244 4,999,896

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 951 1,739

評価・換算差額等合計 951 1,739

新株予約権 15,370 16,274

純資産合計 5,151,567 5,017,910

負債純資産合計 7,535,064 7,363,117
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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23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

営業収益 683,778 1,028,938

営業費用

役員報酬 45,287 48,929

給料手当 108,851 116,121

人材派遣費 55,732 53,198

広告宣伝費 69,027 89,858

支払手数料 75,967 79,581

システム関連費 26,137 12,945

減価償却費 40,138 38,803

貸倒引当金繰入額 － 1

役員退職慰労引当金繰入額 2,307 －

ポイント引当金繰入額 93,953 162,035

その他 105,533 130,430

営業費用合計 622,937 731,905

営業利益 60,840 297,032

営業外収益

受取利息 1,004 1,575

有価証券利息 5,422 5,422

受取配当金 14 12

退蔵益 ※
 7,581

※
 10,228

その他 1,954 3,000

営業外収益合計 15,977 20,239

営業外費用

為替差損 1,081 265

固定資産除却損 － 229

その他 61 －

営業外費用合計 1,142 495

経常利益 75,675 316,776

税引前四半期純利益 75,675 316,776

法人税、住民税及び事業税 88,603 97,520

法人税等調整額 △55,325 27,114

法人税等合計 33,278 124,634

四半期純利益 42,396 192,141
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【会計方針の変更】

　
当第１四半期累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社は、法人税の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以降に取得した有形固定資産につ

いては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

  これによる損益に与える影響は軽微であります。

　

　

【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23年４月１日
至  平成23年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24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                 7,581千円

※  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                10,228千円

　

(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23年４月１日
至  平成23年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

減価償却費 40,138千円 38,803千円
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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。

　

当第１四半期累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24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24年６月22日
定時株主総会

普通株式 327,489 1,100平成24年３月31日 平成24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。

　

(持分法損益等)

　

　
前事業年度

（平成24年３月31日)
当第１四半期会計期間
（平成24年６月30日)

関係会社に対する投資の金額 833,000千円 30,600千円

持分法を適用した場合の投資の金額 801,617千円 11,676千円

　

　
前第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)

当第１四半期累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

持分法を適用した場合の投資損失の金額 2,161千円 3,416千円
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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23年４月１日
至  平成23年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 142円41銭 645円38銭

 (算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(千円) 42,396 192,141

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) 42,396 192,141

普通株式の期中平均株式数(株) 297,718 297,718

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８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  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24年４月１日から平成25年３月31日までの第15期事業年度の第１四半期会計期間(平成24年
４月１日から平成24年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成24年４月１日から平成24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24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。

EDINET提出書類

株式会社一休(E05501)

四半期報告書

15/15


	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

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	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

	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
	②発行済株式

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


	２役員の状況

	第４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１四半期累計期間
	会計方針の変更
	注記事項
	セグメント情報


	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

