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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

※ 当期より新たに「四半期財務諸表に関する会計基準」等を適用しているため、当四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。  

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 1,371 ― 719 ― 738 ― 431 ―

20年3月期第2四半期 1,234 11.1 753 7.9 764 9.2 447 12.3

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 1,384.67 ―

20年3月期第2四半期 1,437.57 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 5,206 4,728 90.8 15,178.19
20年3月期 5,266 4,711 89.5 15,125.97

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  4,727百万円 20年3月期  4,711百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 1,100.00 1,100.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 1,100.00 1,100.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,667 8.1 1,311 △9.7 1,355 △8.3 789 △8.6 2,533.70
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

［（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧ください。］  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

［（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧ください。］  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  311,460株 20年3月期  311,460株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  311,460株 20年3月期第2四半期  311,460株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １.本資料に記載されている業績見通し等将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 「３.業績予想に関する定性的情報」
をご覧ください。 
 ２.当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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（単位：千円） 

 
  

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市場の

混乱やエネルギー、食料品価格の高騰により、景気の減速懸念が強まり、個人消費は弱めの動きとなりま

した。 

 このような状況を踏まえ、当社は、主力事業である「一休.com」の販売室数の増加、また、会員のリピ

ート率の上昇を図るべく、クレジットカード事前決済予約に対するポイント付与の開始、「サマープラン

特集」、今年で３年目を迎えるサントリー（「ザ・プレミアム・モルツ」「山崎12年」）とのコラボレー

ション企画『 至福の時間が楽しめる「一休な宿泊」』等を展開してまいりました。また、宿泊施設をエ

リアごとに検索する機能をトップページに設置するなどのリニューアルを行い、見やすく使いやすいペー

ジといたしました。「一休.com」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610施設、

旅館461施設、合計1,071施設となり、前事業年度末のホテル598施設、旅館437施設、合計1,035施設から

36施設増加しました。販売宿泊数は約63万泊（前年同期約61万泊）、販売取扱高は163億円(前年同期158

億円)となりましたが、ホテルの平均単価が下がったため一室あたりの平均単価は25,857円（前年同期

25,912円）となりました。その結果、手数料収入は1,258百万円(前年同期1,142百万円)となりました。 

 「一休.comレストラン」は、当第２四半期会計期間末において、参加店舗数が441店舗となり、前事業

年度末の402店舗から39店舗増加しました。増加した39店舗のうち、ホテル内のレストランは12店舗、ホ

テル外のレストランは27店舗となっております。当第２四半期累計期間におけるレストラン予約サイトの

利用状況は、利用者数約２万１千名（前年同期約１万４千名）、利用件数は約９千３百件（前年同期約６

千１百件）となり、その結果手数料収入は17百万円（前年同期12百万円）となりました。 

 「一休.comショッピング」は、昨年７月よりサービスを開始し、今年４月に自社開発システムによるリ

ニューアルオープンを行い、商品検索機能及び商品提案機能を追加しました。７月にはクレジットカード

決済機能を導入し、サイトの利便性をさらに高めてまいりました。当第２四半期会計期間末において、参

加店舗数は241店舗となり、前事業年度末の184店舗から57店舗増加しました。利用件数は約４千７百件と

なり、その結果手数料収入は９百万円となりました。 

 「広告収入、その他」は、82百万円（前年同期72百万円）となりました。 

 これらの結果、第２四半期累計期間の「サイト運営手数料収入」は1,289百万円（前年同期比11.0％

増）となり、「広告収入、その他」を加え営業収益は1,371百万円（前年同期比11.2％増）となりまし

た。一方、営業費用は広告費の増加等を主たる理由として、652百万円（前年同期比35.8％増）となり、

結果、営業利益719百万円（前年同期比4.6％減）、経常利益738百万円（前年同期比3.4％減）、四半期純

利益431百万円（前年同期比3.7％減）となりました。 

(注）前年同四半期の金額及び増減率は参考として記載しております。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

内 訳
 前第２四半期累計期間
（自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日）

    前事業年度
（自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日）

    サイト運営手数料収入 1,161,459 1,289,584 2,321,054

「一休.com」 1,142,972 1,258,844 2,268,179

「一休オークション」 4,032 2,852 6,707

「乾杯.jp」 1,265 973 2,916

「一休.comレストラン」 12,464 17,524 35,455

「一休.comショッピング」 723 9,390 7,795

    広告収入、その他 72,643 82,129 147,081

合 計 1,234,102 1,371,713 2,468,135
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(1）財政状態 

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60百万円減少し、5,206百万円となり

ました。これは、売掛金88百万円、クレジットカード事前決済等により立替金70百万円、投資有価証券

827百万円、繰延税金資産(流動・固定）54百万円等が増加した一方で、現金及び預金829百万円、有価証

券273百万円等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77百万円減少し、478百万円となりました。その主な要因は、未払金

32百万円及び未払法人税等68百万円が減少した一方で、預り金22百万円が増加したためであります。 

 純資産は前事業年度末に比べ16百万円増加し、4,728百万円となりました。その主な要因は、利益剰余

金88百万円が増加した一方で、当第２四半期会計期間末の時価の下落により、その他有価証券評価差額金

72百万円が減少したためであります。 

  

(2）キャッシュ・フロー 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は2,898百万円となり、前事業年度末と比べ1,527

百万円減少しました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、223百万円の収入となりました。その主な要因は、税引前四半

期純利益736百万円、売上債権の増加額88百万円、法人税等の支払額371百万円等であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,409百万円の支出となりました。その主な要因は、有形固定

資産の取得による支出26百万円、資金運用の一環としての社債購入による支出1,376百万円等でありま

す。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額341百万円の支出のみとなりました。 

  

  

当社の主力事業である高級ホテル・高級旅館に特化した宿泊予約サイト「一休.com」において、第２四

半期累計期間の売上は対前年同期10.1%増加したものの、販売取扱高は、個人消費が弱かったこともあ

り、3.3％増に留まりました。この傾向は、下半期も当面続くと想定されることから、従来の通期の業績

予想を以下の通り、改訂いたします。  

 販売単価につきましては、ホテルの単価下落傾向が進んでいるため、通期で平均単価25,395円（従来予

想は26,000円）、販売室数につきましては約123万泊（従来予想は約129万泊）を見込み、この結果、販売

取扱高は311億円（従来予想は336億円）を見込んでおります。なお、年間での会員増加数は、従来予想通

り23万人を見込んでおります。  

 「一休.comレストラン」及び「一休.comショッピング」につきましては、第２四半期累計期間における

売上金額が見込みより若干少なかったものの、下半期期間における改訂は要しないため、手数料収入は、

「一休.comレストラン」が66百万円（従来予想は70百万円）、「一休.comショッピング」が29百万円（従

来予想は30百万円）を見込んでおります。  

 上記３サイトの売上等に「広告収入、その他」を加え、営業収益は2,667百万円（従来予想は2,832百万

円）を見込みます。  

 一方、営業費用につきましては、検索結果連動広告の更なる強化をはかることや、本年12月からの英語

化サイトスタートに向け取組を強化すること、上記３サイトの収益向上をはかるためシステム開発費用が

先行することなどにより1,355百万円（従来予想は1,296百万円）を見込みます。  

 以上により、通期の営業利益は1,311百万円（従来予想は1,535百万円）、経常利益は1,355百万円（従

来予想は1,557百万円）、当期純利益は789百万円（従来予想は909百万円）となるものと予想しておりま

す。  

 なお、配当予想の変更はありません。 

  

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

  

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 平成19年３月14日)及び
「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日)を
適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5. 【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,898,743 3,728,364 

売掛金 412,504 323,828 

有価証券 460,045 733,249 

貯蔵品 92 64 

前払費用 25,830 21,741 

繰延税金資産 57,008 30,993 

立替金 70,875 － 

その他 10,285 5,668 

貸倒引当金 △1,836 △439 

流動資産合計 3,933,550 4,843,471 

固定資産 

有形固定資産 

車両運搬具（純額） 5,654 7,144 

工具、器具及び備品（純額） 47,251 54,741 

有形固定資産合計 52,906 61,885 

無形固定資産 

ソフトウエア 14,462 16,541 

電話加入権 44 44 

無形固定資産合計 14,507 16,585 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,006,081 178,108 

破産更生債権等 3,108 1,046 

繰延税金資産 114,560 86,112 

敷金及び保証金 60,910 60,590 

その他 23,631 19,964 

貸倒引当金 △3,108 △1,046 

投資その他の資産合計 1,205,183 344,776 

固定資産合計 1,272,597 423,247 

資産合計 5,206,148 5,266,718 

㈱一休(2450)平成21年３月期　第２四半期決算短信

‐6‐



（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

未払金 74,062 106,684 

未払費用 2,713 2,463 

未払法人税等 312,172 380,699 

未払消費税等 18,525 23,727 

預り金 34,322 11,406 

前受収益 84 336 

ポイント引当金 4,379 － 

流動負債合計 446,260 525,317 

固定負債 

役員退職慰労引当金 31,816 30,266 

固定負債合計 31,816 30,266 

負債合計 478,077 555,584 

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 2,805,483 2,716,819 

株主資本合計 4,789,715 4,701,051 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △62,314 10,082 

評価・換算差額等合計 △62,314 10,082 

新株予約権 670 － 

純資産合計 4,728,070 4,711,134 

負債純資産合計 5,206,148 5,266,718 
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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） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業収益 1,371,713 

営業費用 

役員報酬 61,720 

給料手当 144,250 

人材派遣費 62,646 

広告宣伝費 130,084 

支払手数料 82,195 

減価償却費 15,688 

貸倒引当金繰入額 3,483 

役員退職慰労引当金繰入額 2,883 

ポイント引当金繰入額 4,379 

その他 145,325 

営業費用合計 652,658 

営業利益 719,055 

営業外収益 

受取利息 9,484 

有価証券利息 10,255 

受取配当金 26 

その他 6 

営業外収益合計 19,773 

営業外費用 

固定資産除却損 120 

営業外費用合計 120 

経常利益 738,708 

特別損失 

投資有価証券売却損 309 

投資有価証券評価損 1,675 

その他 100 

特別損失合計 2,084 

税引前四半期純利益 736,624 

法人税、住民税及び事業税 310,128 

法人税等調整額 △4,774 

法人税等合計 305,354 

四半期純利益 431,269 
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20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 736,624 

減価償却費 15,688 

固定資産除却損 120 

投資有価証券売却損益（△は益） 309 

投資有価証券評価損益（△は益） 1,675 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,459 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,549 

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,379 

受取利息及び受取配当金 △19,051 

売上債権の増減額（△は増加） △88,676 

営業債務の増減額（△は減少） △7,849 

立替金の増減額（△は増加） △69,992 

預り金の増減額（△は減少） 22,915 

その他 △19,328 

小計 581,825 

利息及び配当金の受取額 13,202 

法人税等の支払額 △371,871 

営業活動によるキャッシュ・フロー 223,156 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △26,696 

無形固定資産の取得による支出 △4,106 

投資有価証券の取得による支出 △1,376,009 

投資有価証券の売却による収入 329 

敷金及び保証金の差入による支出 △320 

その他 △3,147 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,409,950 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

配当金の支払額 △341,075 

財務活動によるキャッシュ・フロー △341,075 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,527,870 

現金及び現金同等物の期首残高 4,426,613 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,898,743 
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 平成19年３月14日)及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日)を適

用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前四半期に係る財務諸表 

(1)（要約）中間損益計算書 

                                 （単位：千円） 

 
  

「参考資料」

前中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日)

区分 金額
百分比 
(％)

Ⅰ 営業収益 1,234,102 100.0

Ⅱ 営業費用 480,748 39.0

   営業利益 753,354 61.0

Ⅲ 営業外収益 11,488 1.0

Ⅳ 営業外費用 2 0.0

   経常利益 764,840 62.0

Ⅴ 特別損失 4,370 0.4

   税引前中間純利益 760,469 61.6

   法人税、住民税 
   及び事業税

333,779

   法人税等調整額 △21,056 312,723 25.3

   中間純利益 447,746 36.3
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(2)（要約）中間キャッシュ・フロー計算書 

                              （単位：千円） 

 
  

前中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前中間純利益 760,469

   減価償却費 7,708

   投資有価証券評価損 4,370

   貸倒引当金の増加額   1,507

   役員退職慰労引当金の増加額 2,516

   受取利息及び受取配当金 △8,384

   売上債権の増加額 △128,987

   営業債務の増加額 2,262

   その他 △11,174

    小計 630,287

   利息及び配当金の受取額 6,183

   法人税等の支払額 △286,894

   営業活動によるキャッシュ・フロー 349,575

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得による支出 △7,974

   無形固定資産の取得による支出 △767

   投資有価証券の取得による支出 △146,450

   その他 △572

   投資活動によるキャッシュ・フロー △155,765

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   配当金の支払額 △168,765

   財務活動によるキャッシュ・フロー △168,765

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 25,045

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,906,987

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 3,932,032
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