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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 2,056 ― 1,083 ― 1,115 ― 629 ―
20年3月期第3四半期 1,871 12.9 1,141 9.4 1,159 10.6 679 13.8

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3四半期 2,021.88 ―
20年3月期第3四半期 2,180.15 ―

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3四半期 5,330 4,900 91.9 15,728.46
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3四半期  4,898百万円 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  無   

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3四半期  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3四半期  ―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3四半期  311,460株 20年3月期第3四半期  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３四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な経済不況の影響を受け、企業収益や雇用情勢が
悪化し、企業や個人が投資や消費を控えるなど景気低迷が顕在化する状況となりました。 
 このような状況のなか、当社は、主力事業である「一休.com」の販売室数の増加と会員囲い込み策の一
環として「お得意様限定プラン」の販売に注力してまいりました。また、会員の利便性向上を目的として
一休.com参画施設の空室と関係会社である㈱タイムデザインが提供する割安な国内航空券をセットに「一
休.com Pack」の取扱を開始しました。さらに、利用者層を拡大し、主力事業である一休.comの新たなマ
ーケットを創出するべく、「一休.com」の英語版サイトをオープンいたしました。「一休.com」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614施設、旅館468施設、合計1,082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47施設増加しました。販売宿泊数は約94万
泊（前年同期約90万泊）、販売取扱高は24,175百万円(前年同期23,477百万円)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25,680円（前年同期26,096円）となりました。その結
果、手数料収入は1,871百万円(前年同期1,720百万円)となりました。 
 「一休.comレストラン」は、当第３四半期会計期間末において、参加店舗数が479店舗となり、前事業
年度末の402店舗から77店舗増加しました。レストラン予約サイトの利用状況は、利用者数約4万名（前年
同期約３万名）、利用件数は約１万７千件（前年同期約１万３千件）となり、その結果手数料収入は34百
万円（前年同期27百万円）となりました。 
 「一休.comショッピング」は、当第３四半期会計期間末において、参加店舗数は348店舗となり、前事
業年度末の160店舗から188店舗増加しました。利用件数は約9千件となり、その結果手数料収入は23百万
円（前年同期４百万円）となりました。 
 「広告収入、その他」は、121百万円（前年同期110百万円）となりました。 
 これらの結果、第３四半期累計期間の「サイト運営手数料収入」は1,934百万円（前年同期比9.9％増）
となり、「広告収入、その他」を加え営業収益は2,056百万円（前年同期比9.9％増）となりました。一
方、営業費用は人件費、広告費の増加等を主たる理由として、972百万円（前年同期比33.2％増）とな
り、結果、営業利益1,083百万円（前年同期比5.0％減）、経常利益1,115百万円（前年同期比3.8％減）、
四半期純利益629百万円（前年同期比7.3％減）となりました。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

・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３四半期累計期間
（自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 1,761,148 1,934,817 2,321,054

「一休.com」 1,720,805 1,871,151 2,268,179

「一休オークション」 5,552 3,697 6,707

「乾杯.jp」 2,245 1,890 2,916

「一休.comレストラン」 27,726 34,379 35,455

「一休.comショッピング」 4,818 23,698 7,795

    広告収入、その他 110,216 121,607 147,081

合 計 1,871,365 2,056,424 2,468,135
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(1）財政状態 

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64百万円増加し、5,330百万円となり

ました。これは、売掛金64百万円、クレジットカード事前決済等により立替金67百万円、一休.com次世代

システム構築によりソフトウエア仮勘定117百万円、さらに投資有価証券746百万円、繰延税金資産(流

動・固定）84百万円等が増加した一方で、現金及び預金763百万円、有価証券272百万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124百万円減少し、430百万円となりました。その主な要因は、未払法

人税等245百万円が減少した一方で、未払金60百万円、預り金43百万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188百万円増加し、4,900百万円となりました。その主な要因は、利益剰余

金287百万円が増加した一方で、当第３四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99百万円が減少したためであります。 

  

(2）キャッシュ・フロー 

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物は2,965百万円となり、前事業年度末と比べ1,461

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、348百万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1,075百万円、売上債権の増加額64百万円、立替金の増加額66百万円、法人税等の支払額703百万

円等であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,468百万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27百万円、無形固定資産の取得による支出28百万円、関係会社株式の取得による支

出30百万円、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。 

  

  

当第３四半期累計期間の業績がほぼ計画通りに進捗しているため、平成20年11月７日に発表いたしまし

た通期の業績予想に変更はありません。前期と同様、主な集客手段としては、効果測定と費用面から検索

結果連動広告と成功報酬型広告を活用し、新規会員獲得数および想定利用率などから当年度の業績予想を

しております。 

  

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

㈱一休(2450)平成21年３月期　第３四半期決算短信
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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

㈱一休(2450)平成21年３月期　第３四半期決算短信
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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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 2,965,313 3,728,364

売掛金 388,049 323,828

有価証券 460,730 733,249

貯蔵品 80 64

前払費用 21,876 21,741

繰延税金資産 30,939 30,993

立替金 67,703 －

その他 9,576 5,668

貸倒引当金 △1,834 △439

流動資産合計 3,942,434 4,843,471

固定資産   

有形固定資産   

車両運搬具（純額） 4,910 7,144

工具、器具及び備品（純額） 41,133 54,741

有形固定資産合計 46,043 61,885

無形固定資産   

ソフトウエア 13,293 16,541

ソフトウエア仮勘定 117,320 －

電話加入権 44 44

無形固定資産合計 130,658 16,585

投資その他の資産   

投資有価証券 924,347 178,108

関係会社株式 30,600 －

破産更生債権等 3,216 1,046

繰延税金資産 170,449 86,112

敷金及び保証金 60,910 60,590

その他 25,320 19,964

貸倒引当金 △3,216 △1,046

投資その他の資産合計 1,211,627 344,776

固定資産合計 1,388,330 423,247

資産合計 5,330,765 5,266,718

㈱一休(2450)平成21年３月期　第３四半期決算短信
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 167,115 106,684

未払費用 2,120 2,463

未払法人税等 135,421 380,699

未払消費税等 28,664 23,727

預り金 55,226 11,406

前受収益 － 336

ポイント引当金 8,724 －

流動負債合計 397,271 525,317

固定負債   

役員退職慰労引当金 33,366 30,266

固定負債合計 33,366 30,266

負債合計 430,638 555,584

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 3,003,948 2,716,819

株主資本合計 4,988,180 4,701,051

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △89,393 10,082

評価・換算差額等合計 △89,393 10,082

新株予約権 1,340 －

純資産合計 4,900,126 4,711,134

負債純資産合計 5,330,765 5,266,718

㈱一休(2450)平成21年３月期　第３四半期決算短信
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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）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益 2,056,424

営業費用  

役員報酬 95,090

給料手当 220,351

人材派遣費 94,975

広告宣伝費 188,001

支払手数料 110,080

減価償却費 23,720

貸倒引当金繰入額 3,589

役員退職慰労引当金繰入額 4,433

ポイント引当金繰入額 8,724

その他 223,632

営業費用合計 972,599

営業利益 1,083,825

営業外収益  

受取利息 13,981

有価証券利息 17,419

受取配当金 37

その他 6

営業外収益合計 31,445

営業外費用  

為替差損 19

固定資産除却損 120

営業外費用合計 139

経常利益 1,115,131

特別損失  

有価証券評価損 35,000

投資有価証券売却損 309

投資有価証券評価損 3,899

その他 375

特別損失合計 39,584

税引前四半期純利益 1,075,546

法人税、住民税及び事業税 461,820

法人税等調整額 △16,007

法人税等合計 445,812

四半期純利益 629,734

㈱一休(2450)平成21年３月期　第３四半期決算短信
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 1,075,546

減価償却費 23,720

固定資産除却損 120

有価証券評価損益（△は益） 35,000

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） 3,899

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,565

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,099

ポイント引当金の増減額（△は減少） 8,724

受取利息及び受取配当金 △30,722

売上債権の増減額（△は増加） △64,220

営業債務の増減額（△は減少） △6,125

立替金の増減額（△は増加） △66,820

預り金の増減額（△は減少） 43,819

その他 1,245

小計 1,031,161

利息及び配当金の受取額 21,418

法人税等の支払額 △703,705

営業活動によるキャッシュ・フロー 348,874

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 △27,906

無形固定資産の取得による支出 △28,998

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

関係会社株式の取得による支出 △30,600

敷金及び保証金の差入による支出 △320

その他 △5,111

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,468,615

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △341,559

財務活動によるキャッシュ・フロー △341,559

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,461,300

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 2,965,313
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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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前年同四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）四半期損益計算書 

(単位：千円） 

 
  

  

「参考」

科  目

前第３四半期累計期間 
(自 平成19年４月１日) 
 至 平成19年12月31日）

金額

Ⅰ 営業収益 1,871,365

Ⅱ 営業費用 730,221

 1  役員報酬 84,900

 2  給料手当 175,085

 3  人材派遣費 81,888

 4  広告宣伝費 113,398

 5  支払手数料 75,245

 6  減価償却費 13,182

 7  貸倒引当金繰入額 1,904

 8  役員退職慰労引当金繰入額 3,741

 9  その他 180,873

   営業利益 1,141,143

Ⅲ 営業外収益 18,024

 1  受取利息 13,447

 2  有価証券利息 4,042

 3  受取配当金 23

 4  保険解約益 510

 5  その他 1

Ⅳ 営業外費用 2

 1  その他 2

   経常利益 1,159,165

Ⅴ 特別損失 4,793

 1  投資有価証券評価損 4,793

   税引前四半期純利益 1,154,372

   法人税、住民税及び事業税 498,012

   法人税等調整額 △22,669

   四半期純利益 679,029
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（２）(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書 

        (単位：千円） 

前第３四半期累計期間 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前四半期純利益 1,154,372

   減価償却費 13,182

   投資有価証券評価損 4,793

   貸倒引当金の増加額 1,448

   役員退職慰労引当金の増加額 3,741

   受取利息及び受取配当金 △13,470

   売上債権の増加額 △101,828

   営業債務の増加額 4,729

   その他 △15,612

    小計 1,051,356

    利息及び配当金の受取額 10,477

    法人税等の支払額 △562,178

  営業活動によるキャッシュ・フロー 499,654

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 △20,357

   無形固定資産の取得による支出 △6,447

   投資有価証券の取得による支出 △146,450

   その他 △2,536

  投資活動によるキャッシュ・フロー △175,791

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   配当金の支払額 △169,119

  財務活動によるキャッシュ・フロー △169,119

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 154,743

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四半期末残高 4,061,731
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