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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２四半期累計期間
第15期

第２四半期累計期間
第14期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日

自  平成24年４月１日
至  平成24年９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) 1,679,320 2,407,372 3,676,886

経常利益 (千円) 331,150 851,727 1,084,158

四半期(当期)純利益 (千円) 100,676 520,383 484,580

持分法を適用した
場合の投資損失

(千円) 39,436 2,660 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) 4,756,973 5,349,265 5,151,567

総資産額 (千円) 6,662,735 8,401,528 7,535,064

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 338.16 1,747.91 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 (％) 71.2 63.5 68.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 726,933 832,081 1,718,472

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △767,187 △745,454 △835,404

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △325,273 △325,431 △326,008

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 2,465,727 3,149,116 3,388,576

　

回次
第14期

第２四半期会計期間
第15期

第２四半期会計期間

会計期間
自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日

自  平成24年７月１日
至  平成24年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 195.75 1,102.52

(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２四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

（単位：千円）

内  訳
  前第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）

  当第２四半期累計期間
（自  平成24年４月１日
  至  平成24年９月30日）

対前年同
期増減率
 （％）

        前事業年度
（自  平成23年４月１日
  至  平成24年３月31日）

サイト運営手数料収入 1,633,308 2,336,32543.0 3,574,611

　 「一休.com」 1,430,682 1,997,81439.6 3,047,873

　
「一休.comレストラ
 ン・贈る一休」

137,102 237,65273.3 362,406

　
 その他
「一休マーケット」
等

65,523 100,85853.9 164,331

広告収入、その他 46,011 71,04754.4 102,275

合  計 1,679,320 2,407,37243.4 3,676,886

　

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、東日本大震災の復興需要が牽引し企業業

績も一部持ち直しの動きが緩やかに見られる一方、欧州の金融不安や電力供給の懸念が続き、さらに消費

税率引き上げ法案が可決されたこともあり先行きは依然不透明な状況が続いております。

  こうした状況のなか、当社では会員へのポイント付与や、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。また、ソーシャルサプライズギフト市

場を作る布石として、「サプレ！」をサービスインさせました。

  「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1,528

施設（うち一休.comビジネス801施設）、旅館665施設、合計2,193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78施設増加しました。販

売宿泊室数は約82万室（前年同期約76万室）、販売取扱高は19,265百万円（前年同期16,998百万円）と

なり、一室あたりの平均単価は23,515円（前年同期22,456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1,997百万円（前年同期1,430百万円）と大

幅に増加しました。

  「一休.comレストラン」、「贈る一休」の手数料収入は237百万円（前年同期137百万円）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100百万円（前年同期65百万円）となりました。

  「広告収入、その他」は71百万円（前年同期46百万円）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2,336百万円（前年同期比43.0％増）となり、「広告収入、

その他」を加え営業収益は2,407百万円（前年同期比43.4％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、1,599百万円（前年同期比16.6％増）となりました。結

果、営業利益808百万円（前年同期比162.3％増）、経常利益851百万円（前年同期比157.2％増）、四半期

純利益520百万円（前年同期比416.9%増）となりました。

　
  (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866百万円増加し、8,401百万円となり

ました。その主な要因は、現金及び預金が1,266百万円、売掛金が239百万円、未収入金が159百万円増加し

た一方で、海外事業展開を目的とした合弁会社清算に伴い関係会社株式が802百万円が減少したためであ

ります。

  負債合計額は前事業年度末に比べ668百万円増加し、3,052百万円となりました。その主な要因は、未払

金が607百万円、預り金が137百万円増加した一方で、未払法人税等が132百万円減少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197百万円増加し5,349百万円となりました。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520百万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、3,149百万円（前年同期比27.7％増）と前第２

四半期累計期間と比べ683百万円の増加となりました。

  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851百万

円（前年同期比376.4％増）、営業債務の増加606百万円（前年同期比52.0％増）、売上債権の増加239百

万円（前年同期比44.3％増）、法人税等の支払額474百万円（前年同期39百万円）等があり、832百万円の

収入（前年同期比14.5%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、定期預金の預入による支出

1,500百万円、関係会社株式の整理による収入761百万円等により、745百万円の支出（前年同期比2.8％

減）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325百万円）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24年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年11月９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24年６月22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) 35,668（注）２

新株予約権の行使期間 平成26年６月23日～平成31年６月23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    35,668
        資本組入額  17,834

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。
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(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24年９月30日 ― 297,718 ― 888,998 ― 1,095,233

　

(6) 【大株主の状況】

平成24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 14,457 4.86

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

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目１１番３号 2,818 0.95

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 東京都江東区 2,360 0.79

計 ― 196,552 66.02
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成24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24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 ― ― ― ― ―

　

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24年７月１日から

平成24年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成24年４月１日から平成24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24年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,859,409 5,125,676

売掛金 476,604 716,356

有価証券 496,020 499,440

貯蔵品 3,484 4,173

前払費用 33,926 43,952

繰延税金資産 221,830 244,050

未収入金 284,963 444,597

その他 42,408 31,141

貸倒引当金 △676 △752

流動資産合計 5,417,971 7,108,635

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 17,580 16,533

車両運搬具（純額） 3,820 3,023

工具、器具及び備品（純額） 37,223 42,657

有形固定資産合計 58,624 62,214

無形固定資産

ソフトウエア 353,074 286,868

電話加入権 44 44

無形固定資産合計 353,119 286,913

投資その他の資産

投資有価証券 514,195 518,065

関係会社株式 833,000 30,600

破産更生債権等 293 451

繰延税金資産 247,953 243,683

敷金及び保証金 68,345 67,340

その他 85,360 84,075

貸倒引当金 △293 △451

投資損失引当金 △43,504 －

投資その他の資産合計 1,705,350 943,765

固定資産合計 2,117,093 1,292,892

資産合計 7,535,064 8,401,528
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

未払金 949,290 1,556,719

未払費用 10,629 11,517

未払法人税等 490,000 358,000

未払消費税等 63,969 33,835

前受金 147,391 137,107

預り金 229,875 367,719

ポイント引当金 440,127 535,150

流動負債合計 2,331,284 3,000,049

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 3,052,262

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 3,343,906

株主資本合計 5,135,244 5,328,138

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 951 3,925

評価・換算差額等合計 951 3,925

新株予約権 15,370 17,202

純資産合計 5,151,567 5,349,265

負債純資産合計 7,535,064 8,401,528
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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23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

営業収益 1,679,320 2,407,372

営業費用

役員報酬 93,417 99,705

給料手当 219,822 237,856

人材派遣費 123,469 118,081

広告宣伝費 207,077 232,091

支払手数料 127,383 169,807

システム関連費 45,946 25,485

減価償却費 80,753 78,266

役員退職慰労引当金繰入額 2,307 －

ポイント引当金繰入額 254,779 357,684

その他 216,190 280,191

営業費用合計 1,371,148 1,599,170

営業利益 308,171 808,202

営業外収益

受取利息 2,607 3,564

有価証券利息 10,905 10,905

受取配当金 14 12

退蔵益 ※１
 15,795

※１
 18,725

その他 3,000 11,509

営業外収益合計 32,323 44,717

営業外費用

為替差損 9,283 963

その他 61 229

営業外費用合計 9,344 1,192

経常利益 331,150 851,727

特別損失

投資有価証券売却損 32,370 －

事業撤退損 ※２
 120,000 －

特別損失合計 152,370 －

税引前四半期純利益 178,780 851,727

法人税、住民税及び事業税 250,719 350,885

法人税等調整額 △172,615 △19,540

法人税等合計 78,104 331,344

四半期純利益 100,676 520,383
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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23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24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 178,780 851,727

減価償却費 80,753 78,266

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） △1,985 234

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,307 －

ポイント引当金の増減額（△は減少） 209,354 95,023

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 △13,527 △14,482

売上債権の増減額（△は増加） △166,198 △239,752

営業債務の増減額（△は減少） 398,853 606,224

未収入金の増減額（△は増加） △149,011 △159,673

預り金の増減額（△は減少） 80,151 137,843

その他 26,847 △62,704

小計 754,104 1,292,706

利息及び配当金の受取額 12,399 13,458

法人税等の支払額 △39,569 △474,084

営業活動によるキャッシュ・フロー 726,933 832,081

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 △1,500,000

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 △11,949 △13,750

有形固定資産の売却による収入 360 －

無形固定資産の取得による支出 △5,262 －

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 －

関係会社の整理による収入 － 761,525

敷金及び保証金の回収による収入 1,463 40

その他 △9,948 6,730

投資活動によるキャッシュ・フロー △767,187 △745,454

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △325,273 △325,431

財務活動によるキャッシュ・フロー △325,273 △325,431

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △655

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △365,526 △239,459

現金及び現金同等物の期首残高 2,831,254 3,388,576

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,465,727

※
 3,149,116
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【会計方針の変更】

　
当第２四半期累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年９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、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)

当第２四半期累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24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                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。

※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                18,725千円

―――――――――

　

(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23年４月１日
至  平成23年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

現金及び預金 2,952,760千円 5,125,676千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △500,000 〃 △2,000,000 〃

その他 12,966 〃 23,439 〃

現金及び現金同等物 2,465,727千円 3,149,116千円
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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。

　

当第２四半期累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24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)

　

　
前事業年度

（平成24年３月31日)
当第２四半期会計期間
（平成24年９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 12,432千円

　

　
前第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)

当第２四半期累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

持分法を適用した場合の投資損失の金額 39,436千円 2,660千円
　

※持分法を適用した場合の投資損失の金額は、前第２四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23年４月１日
至  平成23年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

    １株当たり四半期純利益金額 338円16銭 1,747円91銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額(千円) 100,676 520,383

    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) 100,676 520,383

    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11月９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２四半期会計期間(平成24年
７月１日から平成24年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成24年４月１日から平成24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24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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