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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15期

第１四半期累計期間
第16期

第１四半期累計期間
第15期

会計期間
自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日

自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日

営業収益 (千円) 1,028,938 1,201,372 4,847,992

経常利益 (千円) 316,776 409,300 1,707,837

四半期(当期)純利益 (千円) 192,141 250,044 1,014,818

持分法を適用した
場合の投資損失

(千円) 3,416 2,583 9,109

資本金 (千円) 888,998 895,060 895,060

発行済株式総数 (株) 297,718 297,893 297,893

純資産額 (千円) 5,017,910 5,713,115 5,847,464

総資産額 (千円) 7,363,117 8,703,725 8,933,327

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 645.38 839.38 3,408.29

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － 837.90 3,406.29

１株当たり配当額 (円) － － 1,300.00

自己資本比率 (％) 67.9 65.5 65.3

(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15期第１四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

（単位：千円）

内  訳
  前第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）

  当第１四半期累計期間
（自  平成25年４月１日
  至  平成25年６月30日）

対前年同
期増減率
 （％）

        前事業年度
（自  平成24年４月１日
  至  平成25年３月31日）

サイト運営手数料収入 1,000,079 1,181,90018.2 4,727,357

　 「宿泊予約」 817,814 993,43321.5 3,972,985

　 「その他」 182,264 188,4673.4 754,371

広告収入、その他 28,859 19,472△32.5 120,635

合  計 1,028,938 1,201,37216.8 4,847,992

（注）当第1四半期会計期間より、従来の「一休.com」を「宿泊予約」として、「一休.comレストラン・贈る一休」及び

「その他」（「一休マーケット」等）を「その他」として表示しております。

　

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、新政権の景気対策や、日銀の金融政策など

により円安・株高が進み企業業績の回復が緩やかに見え始める状況の中、雇用不安や海外の金融危機な

どもあり個人消費の回復は大きく見られませんでした。

  こうした状況のなか、宿泊予約のネット依存は引き続き高まりつつあり、当社では会員の特性に応じた

ポイント付与による需要掘り起し、より利用したくなる魅力的な商品投入を積極的に展開してまいりま

した。

  「宿泊予約」（「一休.com」及び「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1,619施設（うち一休.comビジネス869施設）、旅館683施設、合計2,302施設となり、前事業

年度末のホテル1,592施設（うち一休.comビジネス847施設）、旅館682施設、合計2,274施設から28施設増

加しました。販売宿泊室数は約40万室（前年同期約36万室）、販売取扱高は9,472百万円（前年同期8,054

百万円）となり、一室あたりの平均単価は23,165円（前年同期22,211円）となりました。手数料収入は

993百万円（前年同期817百万円）と大幅に増加しました。

  「その他」（「一休.comレストラン」、「贈る一休」及び「一休マーケット」）の手数料収入は188百

万円（前年同期182百万円）となりました。

  「広告収入、その他」は19百万円（前年同期28百万円）となりました。

  これらの結果、「サイト運営手数料収入」は1,181百万円（前年同期比18.2％増）となり、「広告収入、

その他」を加え営業収益は1,201百万円（前年同期比16.8％増）となりました。一方、営業費用は、売上増

に向けた広告宣伝費等が増加したため、810百万円（前年同期比10.8％増）となりました。
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結果、営業利益390百万円（前年同期比31.5％増）、経常利益409百万円（前年同期比29.2％増）、四半期

純利益250百万円（前年同期比30.1%増）となりました。

　

  (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229百万円減少し、8,703百万円となり

ました。その主な要因は、配当金の支払等により現金及び預金が145百万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95百万円減少し、2,990百万円となりました。その主な要因は、７月

以降の宿泊に係る事前カード決済予約の増加により預り金が262百万円増加した一方で、未払法人税等が

242百万円、未払金が83百万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134百万円減少し5,713百万円となりました。その主な要因は、配当の実

施による減少387百万円、四半期純利益の計上による増加250百万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、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。

EDINET提出書類

株式会社一休(E05501)

四半期報告書

 4/15



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25年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年８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 297,893 298,073
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 297,893 298,073 ― ―

(注)  平成25年７月１日から平成25年８月９日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が180株増加してお

ります。  

　

(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25年６月30日 ― 297,893 ― 895,060 ― 1,101,295

　

(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25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 297,893 297,893 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 297,893 ― ―

総株主の議決権 ― 297,893 ―

　

② 【自己株式等】

平成25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25年４月１日から

平成25年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成25年４月１日から平成25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25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,582,836 5,437,239

売掛金 610,476 603,782

有価証券 504,235 502,680

貯蔵品 3,986 4,781

前払費用 37,801 52,900

繰延税金資産 231,891 202,892

未収入金 316,605 284,532

その他 27,653 28,164

貸倒引当金 △958 △987

流動資産合計 7,314,529 7,115,986

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 15,486 16,793

車両運搬具（純額） 2,227 1,995

工具、器具及び備品（純額） 39,345 48,301

有形固定資産合計 57,059 67,090

無形固定資産

ソフトウエア 240,421 207,964

電話加入権 44 44

無形固定資産合計 240,466 208,009

投資その他の資産

投資有価証券 929,672 931,591

関係会社株式 5,983 5,983

破産更生債権等 866 1,071

繰延税金資産 235,939 220,166

敷金及び保証金 67,680 67,020

その他 81,997 87,878

貸倒引当金 △866 △1,071

投資その他の資産合計 1,321,272 1,312,639

固定資産合計 1,618,798 1,587,739

資産合計 8,933,327 8,703,725
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

未払金 1,464,000 1,380,967

未払費用 27,140 20,282

未払法人税等 360,000 118,000

未払消費税等 46,428 34,135

前受金 160,157 169,006

預り金 496,185 759,129

ポイント引当金 479,738 457,958

流動負債合計 3,033,650 2,939,480

固定負債

役員退職慰労引当金 52,212 51,129

固定負債合計 52,212 51,129

負債合計 3,085,863 2,990,609

純資産の部

株主資本

資本金 895,060 895,060

資本剰余金 1,101,295 1,101,295

利益剰余金 3,838,341 3,701,125

株主資本合計 5,834,697 5,697,481

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △3,048 △798

評価・換算差額等合計 △3,048 △798

新株予約権 15,814 16,433

純資産合計 5,847,464 5,713,115

負債純資産合計 8,933,327 8,703,725
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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24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

営業収益 1,028,938 1,201,372

営業費用

役員報酬 48,929 50,775

給料手当 116,121 128,051

人材派遣費 53,198 52,942

広告宣伝費 89,858 147,193

支払手数料 79,581 61,541

システム関連費 12,945 15,472

減価償却費 38,803 38,881

ポイント引当金繰入額 162,035 138,551

その他 130,431 177,434

営業費用合計 731,905 810,844

営業利益 297,032 390,528

営業外収益

受取利息 1,575 1,606

有価証券利息 5,422 4,404

受取配当金 12 13

退蔵益 ※
 10,228

※
 10,557

その他 3,000 2,251

営業外収益合計 20,239 18,832

営業外費用

為替差損 265 －

固定資産除却損 229 －

その他 － 61

営業外費用合計 495 61

経常利益 316,776 409,300

税引前四半期純利益 316,776 409,300

法人税、住民税及び事業税 97,520 115,729

法人税等調整額 27,114 43,526

法人税等合計 124,634 159,255

四半期純利益 192,141 250,044
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【注記事項】

(四半期損益計算書関係)

※  退蔵益の内容は、次のとおりであります。

　
前第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)

当第１四半期累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

「一休.comギフト」において、有効期
限により利用されなかった金額

10,228千円 10,557千円

　

　

(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24年４月１日
至  平成24年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

減価償却費 38,803千円 38,881千円
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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。

　

当第１四半期累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25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25年６月21日
定時株主総会

普通株式 387,260 1,300平成25年３月31日 平成25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。

　

(持分法損益等)

　

　
前事業年度

（平成25年３月31日)
当第１四半期会計期間
（平成25年６月30日)

関係会社に対する投資の金額 5,983千円 5,983千円

持分法を適用した場合の投資の金額 5,983千円 3,399千円

　

　
前第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)

当第１四半期累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

持分法を適用した場合の投資損失の金額 3,416千円 2,583千円
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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)

当第１四半期累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 645円38銭 839円38銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額(千円) 192,141 250,044

    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) 192,141 250,044

    普通株式の期中平均株式数(株) 297,718 297,893

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ― 837円90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) ― 525

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１四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８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25年４月１日から平成26年３月31日までの第16期事業年度の第１四半期会計期間(平成25年
４月１日から平成25年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成25年４月１日から平成25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25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。
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