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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３四半期累計期間
第16期

第３四半期累計期間
第15期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31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) 3,693,708 4,218,522 4,847,992

経常利益 (千円) 1,316,958 1,618,276 1,707,837

四半期(当期)純利益 (千円) 805,832 988,846 1,014,818

持分法を適用した
場合の投資損失

(千円) 5,644 2,202 9,109

資本金 (千円) 891,790 909,411 895,060

発行済株式総数 (株) 297,818 298,373 297,893

純資産額 (千円) 5,639,467 6,035,494 5,847,464

総資産額 (千円) 8,765,237 9,783,717 8,933,327

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 2,706.66 3,317.08 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) 2,706.38 3,310.28 3,406.29

１株当たり配当額 (円) － 1,500.00 1,300.00

自己資本比率 (％) 64.1 61.5 65.3
 

　

回次
第15期

第３四半期会計期間
第16期

第３四半期会計期間

会計期間
自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 958.75 1,165.62
 

(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。

　

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24年４月１日
 至 平成24年12月31日）

 当第３四半期累計期間
（自 平成25年４月１日
 至 平成25年12月31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 3,593,956 4,151,840 15.5 4,727,357

 「宿泊予約」 3,010,074 3,438,540 14.2 3,972,985

 「その他」 583,881 713,300 22.2 754,371

広告収入、その他 99,752 66,681 △33.2 120,635

合 計 3,693,708 4,218,522 14.2 4,847,992
 

（注）当第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」（「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３四半期累計期間における当社を取り巻く外部環境は、引き続き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こし、

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３四半期会計期間末に

おいて、ホテル1,661施設（うち一休.comビジネス893施設）、旅館705施設、合計2,366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92

施設増加しました。販売宿泊室数は約132万室（前年同期約123万室）、販売取扱高は32,394百万円（前

年同期28,947百万円）となり、一室あたりの平均単価は24,588円（前年同期23,502円）となりました。

手数料収入は3,438百万円（前年同期3,010百万円）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713

百万円（前年同期583百万円）となりました。

 「広告収入、その他」は66百万円（前年同期99百万円）となりました。

 これらの結果、「サイト運営手数料収入」は4,151百万円（前年同期比15.5％増）となり、「広告収

入、その他」を加え営業収益は4,218百万円（前年同期比14.2％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、2,652百万円（前年同期比8.8％増）となりました。

結果、営業利益1,566百万円（前年同期比24.7％増）、経常利益1,618百万円（前年同期比22.9％増）、

四半期純利益988百万円（前年同期比22.7%増）となりました。
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 (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850百万円増加し、9,783百万円とな

りました。その主な要因は、現金及び預金が1,131百万円、売掛金が218百万円増加した一方で、社債の

償還等に伴い有価証券が504百万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508百万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662百万円増加し、3,748百万円となりました。その主な要因は、

事前カード決済予約の増加等により未払金が551百万円、預り金が223百万円増加した一方で、未払法人

税等が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188百万円増加し、6,035百万円となりました。その主な要因は、配当

の実施による減少834百万円、四半期純利益の計上による増加988百万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25年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年２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 298,373 298,493
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 298,373 298,493 ― ―
 

(注) １ 平成26年１月１日から平成26年２月10日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が120株増加

しております。

２ 平成26年１月30日開催の取締役会決議により、平成26年４月１日付で普通株式１株につき100株の割合で分

割するとともに、100株を１単元とする単元株式制度を採用いたします。

 詳細は、「第４ 経理の状況 １ 四半期財務諸表 注記事項（重要な後発事象）に記載のとおりであり

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10月30日～
平成25年12月31日

100 298,373 2,628 909,411 2,628 1,115,645
 

 (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25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 298,373
 

298,373 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 298,373 ― ―

総株主の議決権 ― 298,373 ―
 

　

② 【自己株式等】

平成25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25年10月１日か

ら平成25年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成25年４月１日から平成25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

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３四半期会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,582,836 6,714,012

売掛金 610,476 829,381

有価証券 504,235 508,960

貯蔵品 3,986 3,619

前払費用 37,801 53,892

繰延税金資産 231,891 211,824

未収入金 316,605 324,925

その他 27,653 31,063

貸倒引当金 △958 △1,064

流動資産合計 7,314,529 8,676,614

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 15,486 15,805

車両運搬具（純額） 2,227 1,530

工具、器具及び備品（純額） 39,345 39,065

有形固定資産合計 57,059 56,401

無形固定資産

ソフトウエア 240,421 189,136

電話加入権 44 44

無形固定資産合計 240,466 189,181

投資その他の資産

投資有価証券 929,672 420,972

関係会社株式 5,983 76,283

破産更生債権等 866 1,352

繰延税金資産 235,939 211,228

敷金及び保証金 67,680 65,700

その他 81,997 87,336

貸倒引当金 △866 △1,352

投資その他の資産合計 1,321,272 861,519

固定資産合計 1,618,798 1,107,103

資産合計 8,933,327 9,783,717

EDINET提出書類

株式会社一休(E05501)

四半期報告書

 8/17



（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

未払金 1,464,000 2,015,573

未払費用 27,140 41,180

未払法人税等 360,000 276,375

未払消費税等 46,428 40,887

前受金 160,157 171,900

預り金 496,185 719,618

ポイント引当金 479,738 431,558

流動負債合計 3,033,650 3,697,093

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 3,748,223

純資産の部

株主資本

資本金 895,060 909,411

資本剰余金 1,101,295 1,115,645

利益剰余金 3,838,341 3,992,517

株主資本合計 5,834,697 6,017,574

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △3,048 △186

評価・換算差額等合計 △3,048 △186

新株予約権 15,814 18,106

純資産合計 5,847,464 6,035,494

負債純資産合計 8,933,327 9,783,717
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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24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

営業収益 3,693,708 4,218,522

営業費用

役員報酬 150,480 165,045

給料手当 360,176 368,083

人材派遣費 174,888 159,974

広告宣伝費 379,252 551,498

支払手数料 257,965 164,496

システム関連費 39,928 46,177

減価償却費 118,340 119,244

ポイント引当金繰入額 504,979 531,019

その他 451,409 546,921

営業費用合計 2,437,420 2,652,459

営業利益 1,256,288 1,566,062

営業外収益

受取利息 5,639 4,721

有価証券利息 15,825 12,809

受取配当金 23 25

退蔵益
※ 28,134 ※ 30,686

その他 11,948 7,162

営業外収益合計 61,571 55,404

営業外費用

為替差損 493 －

固定資産除却損 305 2,804

その他 102 386

営業外費用合計 901 3,191

経常利益 1,316,958 1,618,276

税引前四半期純利益 1,316,958 1,618,276

法人税、住民税及び事業税 512,476 586,236

法人税等調整額 △1,349 43,193

法人税等合計 511,126 629,429

四半期純利益 805,832 988,846
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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)

前第３四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31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

28,134千円 30,686千円
 

　

(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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

減価償却費 118,340千円 119,244千円
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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。

　

当第３四半期累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25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

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
 

　

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

剰余金の配当については、上記「１. 配当金支払額」に記載しております。

　

(持分法損益等)

　

 
前事業年度

（平成25年３月31日)
当第３四半期会計期間
（平成25年12月31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 3,781千円
 

　

 
前第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)

当第３四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

持分法を適用した場合の投資損失の金額 5,644千円 2,202千円
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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)

当第３四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 2,706円66銭 3,317円08銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額(千円) 805,832 988,846

   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) 805,832 988,846

    普通株式の期中平均株式数(株) 297,722 298,108

(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 3,310円28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) 31 612

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

― 1
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(重要な後発事象)

 株式分割及び単元株制度の採用

当社は、平成26年１月30日開催の取締役会において、株式分割の実施及び単元株制度の採用について

決議いたしました。

　
１．株式分割及び単元株制度の採用の目的

 全国証券取引所の公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」を踏まえ、当社株式の売買単位

を100株とするため、当社株式を１株につき100株の割合で分割するとともに、100株を１単元とす

る単元株制度を採用いたします。

なお、この株式の分割及び単元株制度の採用に伴う投資単位の実質的な変更はございません。

　
２．株式分割の概要 

（１）分割の方法

 平成26年３月31日(月曜日)最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式１株につき100株の

割合をもって分割いたします。

　
 （２）分割により増加する株式数

     ① 株式分割前の発行済株式総数                    298,493株

   ② 今回の分割により増加する株式数             29,550,807株

   ③ 株式分割後の発行済株式総数                 29,849,300株

   ④ 株式分割後の発行可能株式総数              107,424,000株

（注）上記①～③の株式数については、今後、新株予約権の行使により発行される株式によって株式数が

変更される可能性があります。

　
 （３）日程

①基準日公告日     平成26年３月14日

②基準日           平成26年３月31日

③効力発生日       平成26年４月１日

　
 （４）その他

   今回の株式分割に伴い、効力発生日と同時に、新株予約権の１株当たりの行使価額を以下のとお

り調整いたします。

　
取締役会決議日 調整前行使価額 調整後行使価額

平成20年６月24日 75,690円 757円

平成22年６月24日 62,300円 623円

平成24年６月22日 35,668円 357円

平成25年６月21日 147,200円 1,472円
 

 (注)未行使残高のある新株予約権につき記載しております。
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 （５）１株当たり情報に及ぼす影響

   当該株式分割が前会計年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、以下のとおり

となります。

　
 

前第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）

当第３四半期累計期間
（自 平成25年４月１日

   至 平成25年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 27円07銭 33円17銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 27円06銭 33円10銭
 

　
３．単元株制度の採用

（１）新設する単元株式の数

   １単元の数を100株といたします。

　
（２）新設の日程

   効力発生日 平成26年４月１日

（注）これに伴い、東京証券取引所における当社株式の売買単位は、平成26年３月27日をもって1株から100株に

変更されることとなります。

　

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26年２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

 

 

 

　
　
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３四半期会計期間(平成25

年10月１日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成25年４月１日から平成25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25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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