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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３四半期累計期間
第15期

第３四半期累計期間
第14期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日

自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31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) 2,740,073 3,693,708 3,676,886

経常利益 (千円) 771,109 1,316,958 1,084,158

四半期(当期)純利益 (千円) 312,961 805,832 484,580

持分法を適用した
場合の投資損失

(千円) 53,556 5,644 39,291

資本金 (千円) 888,998 891,790 888,998

発行済株式総数 (株) 297,718 297,818 297,718

純資産額 (千円) 4,962,944 5,639,467 5,151,567

総資産額 (千円) 7,216,384 8,765,237 7,535,064

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 1,051.20 2,706.66 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) － 2,706.38 －

１株当たり配当額 (円) － － 1,100.00

自己資本比率 (％) 68.6 64.1 68.2

　

回次
第14期

第３四半期会計期間
第15期

第３四半期会計期間

会計期間
自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日

自  平成24年10月１日
至  平成24年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 713.04 958.75

(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３四半期累計期間及び第14期

    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ける、前事業年度の有価証券報告書に記載した「第一部  企業情報  第２ 

事業の状況  ４  事業等のリスク」についての変更は以下のとおりです。

① インターネット市場の普及について

  当社は高級ホテル・高級旅館に特化したオンライン予約サイトの運営を主たる事業としており、イン

ターネットの更なる普及が成長のための基本的な前提条件と考えております。これまでのところ、日本国内

におけるインターネット利用人口は毎年増加しており、平成24年５月の総務省発表によるとインターネッ

ト利用者数は9,610万人（対前年148万人増）、人口普及率79.1％（平成23年末現在）に達しております。

  しかしながら、インターネットの普及に伴う弊害の発生及びインターネットの利用に関する新たな法的

規制の導入その他予期せぬ要因によって、今後インターネット利用者の順調な増加が見られない場合には、

当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。

　
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。

　
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）

  当第３四半期累計期間
（自  平成24年４月１日
  至  平成24年12月31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 2,666,155 3,593,95634.8 3,574,611

　 「一休.com」 2,273,784 3,010,07432.4 3,047,873

　
「一休.comレストラ
 ン・贈る一休」

275,242 443,86761.3 362,406

　
 その他
「一休マーケット」
等

117,127 140,01419.5 164,331

広告収入、その他 73,918 99,75235.0 102,275

合  計 2,740,073 3,693,70834.8 3,676,886

　

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、長引く欧州の債務問題や尖閣諸島問題等

にみられる日中関係の悪化に伴う景気減速のあおりを受け、先行きは依然不透明な状況でありました。し

かしながら、足元では安倍政権の経済政策への期待から、若干の景気回復の兆しが見えてきつつありま

す。

  こうした状況のなか、当社ではお客様の満足を高めることに専念し、趣向を凝らした特集の企画、サイ

トの利便性の向上、ポイント利用可能シーンの増加、ANA、ANAセールスとの提携によるダイナミックパッ

ケージの販売など、さまざまな施策を打ち出しました。

  「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1,559

施設（うち一休.comビジネス823施設）、旅館676施設、合計2,235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120施設増加しました。販

売宿泊室数は約123万室（前年同期約113万室）、販売取扱高は28,947百万円（前年同期25,480百万円）

となり、一室あたりの平均単価は23,502円（前年同期22,561円）となりました。販売取扱高の増加及び昨

年10月に行った手数料変更の影響により、手数料収入は3,010百万円（前年同期2,273百万円）と大幅に
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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443百万円（前年同期275百万円）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・スパ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140百万円（前年同期117百万円）となりました。

  「広告収入、その他」は99百万円（前年同期73百万円）となりました。

  これらの結果、「サイト運営手数料収入」は3,593百万円（前年同期比34.8％増）となり、「広告収入、

その他」を加え営業収益は3,693百万円（前年同期比34.8％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、2,437百万円（前年同期比21.4％増）となりました。結

果、営業利益1,256百万円（前年同期比71.7％増）、経常利益1,316百万円（前年同期比70.8％増）、四半

期純利益805百万円（前年同期比157.5%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1,230百万円増加し、8,765百万円とな

りました。その主な要因は、現預金が2,262百万円、売掛金が251百万円増加した一方で、中国の合弁事業解

消により関係会社株式が802百万円、社債の償還に伴い有価証券が500百万円減少したためであります。な

お、償還期限が1年以内となった社債500百万円を投資有価証券から流動資産の有価証券に振替えて表示

しております。

  負債合計額は前事業年度末に比べ742百万円増加し、3,125百万円となりました。その主な要因は、未払

金が712百万円、預り金が254百万円増加した一方で、未払法人税等が285百万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487百万円増加し5,639百万円となりました。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805百万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24年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年２月７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 297,818 297,818
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 297,818 297,818 ― ―

　

　

(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12月20日～
平成24年12月31日

100 297,818 2,791 891,790 2,7911,098,024

(注)  新株予約権の行使による増加であります。  

　

(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24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 297,818 297,818 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 297,818 ― ―

総株主の議決権 ― 297,818 ―

　

② 【自己株式等】

平成24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３四半期会計期間(平成24年10月１日から

平成24年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成24年４月１日から平成24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。
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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３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,859,409 6,122,215

売掛金 476,604 728,318

有価証券 496,020 505,425

貯蔵品 3,484 4,490

前払費用 33,926 50,197

繰延税金資産 221,830 225,644

未収入金 284,963 341,952

その他 42,408 11,052

貸倒引当金 △676 △1,004

流動資産合計 5,417,971 7,988,292

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 17,580 16,009

車両運搬具（純額） 3,820 2,625

工具、器具及び備品（純額） 37,223 43,255

有形固定資産合計 58,624 61,890

無形固定資産

ソフトウエア 353,074 274,311

電話加入権 44 44

無形固定資産合計 353,119 274,356

投資その他の資産

投資有価証券 514,195 12,601

関係会社株式 833,000 30,600

破産更生債権等 293 647

繰延税金資産 247,953 244,111

敷金及び保証金 68,345 68,182

その他 85,360 85,202

貸倒引当金 △293 △647

投資損失引当金 △43,504 －

投資その他の資産合計 1,705,350 440,698

固定資産合計 2,117,093 776,945

資産合計 7,535,064 8,765,237
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

未払金 949,290 1,661,447

未払費用 10,629 29,426

未払法人税等 490,000 205,000

未払消費税等 63,969 40,518

前受金 147,391 149,912

預り金 229,875 484,484

ポイント引当金 440,127 502,768

流動負債合計 2,331,284 3,073,557

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 3,125,770

純資産の部

株主資本

資本金 888,998 891,790

資本剰余金 1,095,233 1,098,024

利益剰余金 3,151,012 3,629,355

株主資本合計 5,135,244 5,619,170

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 951 3,541

評価・換算差額等合計 951 3,541

新株予約権 15,370 16,755

純資産合計 5,151,567 5,639,467

負債純資産合計 7,535,064 8,765,237
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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23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

営業収益 2,740,073 3,693,708

営業費用

役員報酬 141,547 150,480

給料手当 330,483 360,176

人材派遣費 170,938 174,888

広告宣伝費 297,765 379,252

支払手数料 178,270 257,965

システム関連費 66,145 39,928

減価償却費 121,660 118,340

役員退職慰労引当金繰入額 2,307 －

ポイント引当金繰入額 383,755 504,979

その他 315,649 451,409

営業費用合計 2,008,523 2,437,420

営業利益 731,550 1,256,288

営業外収益

受取利息 4,037 5,639

有価証券利息 16,433 15,825

受取配当金 25 23

退蔵益 ※１
 23,446

※１
 28,134

その他 3,371 11,948

営業外収益合計 47,313 61,571

営業外費用

為替差損 7,646 493

固定資産除却損 47 305

その他 61 102

営業外費用合計 7,754 901

経常利益 771,109 1,316,958

特別利益

投資有価証券売却益 27,515 －

特別利益合計 27,515 －

特別損失

投資有価証券売却損 32,370 －

事業撤退損 ※２
 160,000 －

特別損失合計 192,370 －

税引前四半期純利益 606,254 1,316,958

法人税、住民税及び事業税 477,171 512,476

法人税等調整額 △183,878 △1,349

法人税等合計 293,293 511,126

四半期純利益 312,961 805,832
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【会計方針の変更】

　
当第３四半期累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31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、法人税法の改正に伴い、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)

当第３四半期累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24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                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。

※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                28,134千円

―――――――――

　

　

(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23年４月１日
至  平成23年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日)

減価償却費 121,660千円 118,340千円
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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。

　

当第３四半期累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24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
(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。
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(持分法損益等)

　

　
前事業年度

（平成24年３月31日)
当第３四半期会計期間
（平成24年12月31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 9,447千円

　

　
前第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)

当第３四半期累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日)

持分法を適用した場合の投資損失の金額 53,556千円 5,644千円
　

※持分法を適用した場合の投資損失の金額は、前第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23年４月１日
至  平成23年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 1,051円20銭 2,706円66銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額(千円) 312,961 805,832

    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) 312,961 805,832

    普通株式の期中平均株式数(株) 297,718 297,722

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ― 2,706円38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) ― 31

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、前第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25年２月７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３四半期会計期間(平成24年
10月１日から平成24年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成24年４月１日から平成24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24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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