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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２四半期累計期間
第16期

第２四半期累計期間
第15期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年４月１日
至 平成25年９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) 2,407,372 2,763,784 4,847,992

経常利益 (千円) 851,727 1,046,605 1,707,837

四半期(当期)純利益 (千円) 520,383 641,093 1,014,818

持分法を適用した
場合の投資損失

(千円) 2,660 2,047 9,109

資本金 (千円) 888,998 906,782 895,060

発行済株式総数 (株) 297,718 298,273 297,893

純資産額 (千円) 5,349,265 6,127,437 5,847,464

総資産額 (千円) 8,401,528 9,811,119 8,933,327

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 1,747.91 2,151.39 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) － 2,146.44 3,406.29

１株当たり配当額 (円) － 1,500.00 1,300.00

自己資本比率 (％) 63.5 62.3 65.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 832,081 1,178,677 1,722,354

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △745,454 4,568 △1,294,207

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △325,431 △365,816 △317,692

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 3,149,116 4,316,622 3,499,276

　

回次
第15期

第２四半期会計期間
第16期

第２四半期会計期間

会計期間
自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 1,102.52 1,311.86

(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２四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24年４月１日
 至 平成24年９月30日）

 当第２四半期累計期間
（自 平成25年４月１日
 至 平成25年９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 2,336,325 2,717,386 16.3 4,727,357

　 「宿泊予約」 1,997,814 2,323,959 16.3 3,972,985

　 「その他」 338,510 393,426 16.2 754,371

広告収入、その他 71,047 46,398 △34.7 120,635

合　計 2,407,372 2,763,784 14.8 4,847,992

（注）第1四半期累計期間より、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」（「マーケット」等）を「その他」として表示しております。

　

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、安倍政権の景気対策や、金融政策などに

より株高が進み、企業業績の回復が緩やかに見え始め、個人消費も緩やかながら活性化してきました。

また円安や政府によるビザ発給要件の緩和にともない東南アジアを中心とした訪日外国人が増えたこと

もあり観光業における景気は回復傾向に進み始めました。

 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２四半期会計期間末に

おいて、ホテル1,637施設（うち一休.comビジネス881施設）、旅館697施設、合計2,334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60

施設増加しました。販売宿泊室数は約89万室（前年同期約82万室）、販売取扱高は21,962百万円（前年

同期19,265百万円）となり、一室あたりの平均単価は24,638円（前年同期23,515円）となりました。手

数料収入は2,323百万円（前年同期1,997百万円）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393

百万円（前年同期338百万円）となりました。

 「広告収入、その他」は46百万円（前年同期71百万円）となりました。

 これらの結果、「サイト運営手数料収入」は2,717百万円（前年同期比16.3％増）となり、「広告収

入、その他」を加え営業収益は2,763百万円（前年同期比14.8％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、1,754百万円（前年同期比9.7％増）となりました。
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結果、営業利益1,009百万円（前年同期比24.9％増）、経常利益1,046百万円（前年同期比22.9％増）、

四半期純利益641百万円（前年同期比23.2%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877百万円増加し、9,811百万円とな

りました。その主な要因は、現金及び預金が716百万円、売掛金が194百万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597百万円増加し、3,683百万円となりました。その主な要因は、未

払金が368百万円、預り金が196百万円増加したためであります。これらは、事前カード決済予約の増加

によるものであります。

 純資産は、前事業年度末に比べ279百万円増加し6,127百万円となりました。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641百万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、4,316百万円（前年同期比37.1％増）と前２

四半期累計期間と比べ1,167百万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1,046

百万円（前年同期比22.9％増）、営業債務の増加353百万円（前年同期比41.8％減）、預り金の増加196

百万円（前年同期比42.3％増）、売上債権の増加194百万円（前年同期比18.7減）、法人税等の支払額

355百万円（前年同期比25.1％減）等があり、1,178百万円の収入（前年同期比41.7%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、４百万円の収入（前年同期

745百万円の支出）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383百万円

（前年同期325百万円）等となりました。

　
(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。
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(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25年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年11月11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 298,273 298,373
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 298,273 298,373 ― ―

(注) 平成25年10月１日から平成25年11月11日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が100株増加して

おります。

　

(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25年６月21日

新株予約権の数(個) 320

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） 320（注）１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 147,200（注）２

新株予約権の行使期間 平成27年６月22日～平成32年６月22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   147,200
       資本組入額  73,600

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25年７月９日～
平成25年９月30日

380 298,273 11,721 906,782 11,721 1,113,016

(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】

平成25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 122,024 40.91

森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門２丁目３番１７号 30,000 10.06

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 8,589 2.88

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番１１号 7,779 2.61

高野 裕二 千葉県浦安市 3,020 1.01

STATE STREET BANK AND TRUST
COMPANY 505041

12 NICHOLAS LANE LONDON EC4N 7BN U.K. 3,000 1.01

栗原 俊樹 東京都文京区 2,540 0.85

藤原 貴夫 東京都杉並区 2,440 0.82

THE BANK OF NEW YORK MELON AS
AGENT BNYM AS EA
DUTCH PENSION OMNIBUS 140016

THE BANK OF NEW YORK MELON ONE WALL
STREET NEW YORK, NY 10286 U.S.A

2,431 0.82

浅井  慶三 東京都江東区 2,360 0.79

計 ― 184,183 61.75
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25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 298,273 298,273 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 298,273 ― ―

総株主の議決権 ― 298,273 ―

　

② 【自己株式等】

平成25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25年７月１日か

ら平成25年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成25年４月１日から平成25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

四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項

により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から

みて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせな

い程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は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２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,582,836 6,299,588

売掛金 610,476 805,285

有価証券 504,235 501,365

貯蔵品 3,986 3,953

前払費用 37,801 49,798

繰延税金資産 231,891 239,827

未収入金 316,605 243,860

その他 27,653 29,166

貸倒引当金 △958 △1,003

流動資産合計 7,314,529 8,171,842

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 15,486 16,299

車両運搬具（純額） 2,227 1,762

工具、器具及び備品（純額） 39,345 43,384

有形固定資産合計 57,059 61,446

無形固定資産

ソフトウエア 240,421 200,369

電話加入権 44 44

無形固定資産合計 240,466 200,414

投資その他の資産

投資有価証券 929,672 931,849

関係会社株式 5,983 76,283

破産更生債権等 866 1,262

繰延税金資産 235,939 216,397

敷金及び保証金 67,680 66,360

その他 81,997 86,525

貸倒引当金 △866 △1,262

投資その他の資産合計 1,321,272 1,377,416

固定資産合計 1,618,798 1,639,277

資産合計 8,933,327 9,811,119
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

未払金 1,464,000 1,832,448

未払費用 27,140 32,319

未払法人税等 360,000 402,000

未払消費税等 46,428 35,214

前受金 160,157 154,975

預り金 496,185 692,333

ポイント引当金 479,738 483,261

流動負債合計 3,033,650 3,632,553

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 3,683,682

純資産の部

株主資本

資本金 895,060 906,782

資本剰余金 1,101,295 1,113,016

利益剰余金 3,838,341 4,092,173

株主資本合計 5,834,697 6,111,972

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △3,048 558

評価・換算差額等合計 △3,048 558

新株予約権 15,814 14,906

純資産合計 5,847,464 6,127,437

負債純資産合計 8,933,327 9,811,119
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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24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

営業収益 2,407,372 2,763,784

営業費用

役員報酬 99,705 107,910

給料手当 237,856 248,851

人材派遣費 118,081 106,531

広告宣伝費 232,091 347,558

支払手数料 169,807 108,235

システム関連費 25,485 31,206

減価償却費 78,266 78,518

ポイント引当金繰入額 357,684 365,134

その他 280,191 360,256

営業費用合計 1,599,170 1,754,202

営業利益 808,202 1,009,581

営業外収益

受取利息 3,564 3,249

有価証券利息 10,905 8,763

受取配当金 12 13

退蔵益
※ 18,725 ※ 20,234

その他 11,509 4,922

営業外収益合計 44,717 37,183

営業外費用

株式交付費 － 97

為替差損 963 －

その他 229 61

営業外費用合計 1,192 159

経常利益 851,727 1,046,605

税引前四半期純利益 851,727 1,046,605

法人税、住民税及び事業税 350,885 395,903

法人税等調整額 △19,540 9,609

法人税等合計 331,344 405,512

四半期純利益 520,383 641,093
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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24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25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 851,727 1,046,605

減価償却費 78,266 78,518

貸倒引当金の増減額（△は減少） 234 440

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △1,083

ポイント引当金の増減額（△は減少） 95,023 3,523

受取利息及び受取配当金 △14,482 △12,026

売上債権の増減額（△は増加） △239,752 △194,809

営業債務の増減額（△は減少） 606,224 353,014

未収入金の増減額（△は増加） △159,673 72,745

預り金の増減額（△は減少） 137,843 196,148

その他 △62,704 △25,527

小計 1,292,706 1,517,550

利息及び配当金の受取額 13,458 16,410

法人税等の支払額 △474,084 △355,282

営業活動によるキャッシュ・フロー 832,081 1,178,677

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 △1,500,000 △500,000

定期預金の払戻による収入 － 600,000

有形固定資産の取得による支出 △13,750 △17,640

無形固定資産の取得による支出 － △6,216

関係会社株式の取得による支出 － △70,300

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 40 －

その他 6,730 △1,274

投資活動によるキャッシュ・フロー △745,454 4,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △325,431 △383,093

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 17,276

財務活動によるキャッシュ・フロー △325,431 △365,816

現金及び現金同等物に係る換算差額 △655 △84

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △239,459 817,345

現金及び現金同等物の期首残高 3,388,576 3,499,276

現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,149,116 ※ 4,316,622
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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)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

「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 20,234千円

　

(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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

現金及び預金 5,125,676千円 6,299,588千円

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

その他 23,439 〃 17,033 〃

現金及び現金同等物 3,149,116千円 4,316,622千円
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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。

　

　

当第２四半期累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25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

　

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10月29日
取締役会

普通株式 447,409 1,500 平成25年９月30日 平成25年11月29日 利益剰余金

　

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25年３月31日)
当第２四半期会計期間
（平成25年９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 3,935千円

　

　
前第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)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

持分法を適用した場合の投資損失の金額 2,660千円 2,047千円

　

　

(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。
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(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)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 1,747円91銭 2,151円39銭

    (算定上の基礎) 　 　

   四半期純利益金額(千円) 520,383 641,093

   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) 520,383 641,093

    普通株式の期中平均株式数(株) 297,718 297,990

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ― 2,146円44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) ― 687

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

― 2株

(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２四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】

第16期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）中間配当について、平成25年10月29日開催の取

締役会において、平成25年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、「創業15周年記念配当」として

次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額                                 447百万円

② １株当たりの金額      　                      1,500円

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日  平成25年11月29日
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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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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

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年11月11日

株式会社  一休

取締役会  御中

                                  新日本有限責任監査法人

　

　
　
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２四半期会計期間(平成25

年７月１日から平成25年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成25年４月１日から平成25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25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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