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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(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 ％

22年3月期第1四半期 622 4.1 300 4.5 310 5.1 181 5.2
21年3月期第1四半期 598 ― 287 ― 295 ― 172 ―

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

22年3月期第1四半期 611.13 ―
21年3月期第1四半期 555.16 ―

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

22年3月期第1四半期 5,260 4,341 82.5 14,575.33
21年3月期 5,283 4,445 84.1 14,925.19

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,339百万円 21年3月期  4,443百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 1,100.00 1,100.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 1,100.00 1,100.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

1,443 5.2 733 2.0 751 1.7 440 2.0 1,478.03

通期 2,725 2.7 1,324 △3.8 1,359 △4.2 819 5.9 2,752.82
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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  

(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） 

(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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 297,718株 21年3月期  311,460株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  13,742株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 297,718株 21年3月期第1四半期 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 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の４ページをご参照下さい。 
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（単位：千円）

 
  

当第１四半期累計期間において、当社の主力事業である「一休.com」を取り巻く外部環境は都心のシテ

ィホテルを中心として稼働率低下、販売単価下落の傾向が続きました。 

 こうした状況のなかで、利用者を増やすべく「24時間限定予約受付スペシャルプラン」の販売等、これ

までにない新しい企画を展開してまいりました。「一休.com」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638施設、旅館528施設、合計1,166施設となり、前事業年度末のホテル617施設、旅館489

施設、合計1,106施設から60施設増加しました。販売宿泊室数は約30万室（前年同期約29万室）、販売取

扱高は6,896百万円（前年同期7,146百万円）となり、一室あたりの平均単価は22,660円（前年同期24,873

円）となりました。その結果、手数料収入は560百万円となりました。 

 「一休.comレストラン」は第１四半期会計期間末において参加店舗は517店舗となり、前事業年度末の

501店舗から16店舗、前年同期末の418店舗からは99店舗増加し、ラインナップが拡充されたことで利用者

が増加し、手数料収入は12百万円（前年同期８百万円）となりました。 

 「一休.comショッピング」は平成19年7月からサービスを開始し、当第１四半期会計期間末において参

加店舗は409店舗となり、前事業年度末の345店舗から64店舗、前年同期末の186店舗からは223店舗増加し

ました。母の日、父の日ギフトの売上が好調だった結果、手数料収入は17百万円（前年同期3百万円）と

なりました。 

 「広告収入、その他」は31百万円（前年同期37百万円）となりました。 

 なお、当社の営業収益は８月と12月に も伸びるという季節要因があり、第１四半期累計期間の営業収

益は年度を通して４分割された数値よりも低くなるという傾向があります。 

 これらの結果、「サイト運営手数料収入」は590百万円（前年同期比5.5％増）となり、「広告収入、そ

の他」を加え営業収益は622百万円（前年同期比4.1％増）となりました。一方、営業費用はカード手数

料、ポイント引当金繰入の増加等を主たる理由として、321百万円（前年同期比3.7％増）となり、結果、

営業利益300百万円（前年同期比4.5％増）、経常利益310百万円（前年同期比5.1％増）、四半期純利益

181百万円（前年同期比5.2％増）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１四半期累計期間
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日）

    前事業年度
（自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日）

    サイト運営手数料収入 560,180 590,769 2,498,441

「一休.com」 546,679 560,627 2,412,694

「一休オークション」 1,065 550 4,278

「乾杯.jp」 431 ― 2,152

「一休.comレストラン」 8,183 12,035 44,138

「一休.comショッピング」 3,821 17,556 35,178

    広告収入、その他 37,935 31,712 154,129

合 計 598,116 622,482 2,652,570
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(1）資産、負債及び純資産の状況 

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23百万円減少し、5,260百万円となり

ました。その主な要因は、未払法人税等の支払等に伴い現金及び預金が227百万円減少した一方で、次世

代システム開発の投資等に伴う無形固定資産が142百万円増加したためであります。また、償還期限が１

年以内となった社債387百万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80百万円増加し、918百万円となりました。その主な要因は、未払金

が159百万円、預り金が59百万円増加した一方で、未払法人税等が154百万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103百万円減少し4,341百万円となりました。その主な要因は、四半期純

利益の計上181百万円、配当の実施327百万円によるものであります。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物は2,332百万円となり、前事業年度末と比べ227百

万円減少しました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、108百万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310百万円、法人税等の支払額262百万円等であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、63百万円の支出となりました。その主な要因は、無形固定資産

の取得による支出51百万円等であります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、272百万円の支出となりました。その主な要因は、配当金の支

払額270百万円等であります。 

  
  

  

宿泊予約サイト「一休.com」において、販売単価はほぼ想定通りの下落傾向であるものの、当第１四半

期実績及び当第２四半期の予約状況において、販売宿泊室数が当初の想定以上に伸びております。これに

伴い、従来の通期の業績予想を以下の通り改訂いたします。 

「一休.com」の販売宿泊室数につきましては約131万室（従来予想は約125万室）、販売取扱高は302億円

（従来予想は287億円）、手数料収入は2,439百万円（従来予想は2,307百万円）を見込み、営業収益全体

では2,725百万円（従来予想は2,583百万円）を見込みます。 

 営業費用につきましては、人件費及びシステム費用等の増加のため1,400百万円（従来予想は1,362百万

円）を見込みます。 

 以上により、通期の営業利益は1,324百万円（従来予想は1,220百万円）、経常利益は1,359百万円（従

来予想は1,253百万円）、当期純利益は819百万円（従来予想は756百万円）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。 

  
  

  

該当事項はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

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

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１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,332,509 2,560,119

売掛金 322,318 333,437

有価証券 879,137 431,675

貯蔵品 1,149 55

前払費用 28,767 16,811

繰延税金資産 30,708 56,957

未収入金 451,246 423,398

その他 5,727 13,260

貸倒引当金 △1,735 △1,967

流動資産合計 4,049,828 3,833,748

固定資産   

有形固定資産   

車両運搬具（純額） 3,730 4,165

工具、器具及び備品（純額） 39,571 36,546

有形固定資産合計 43,302 40,711

無形固定資産   

ソフトウエア 13,939 14,645

ソフトウエア仮勘定 356,121 213,263

電話加入権 44 44

無形固定資産合計 370,106 227,953

投資その他の資産   

投資有価証券 501,904 877,757

関係会社株式 30,600 30,600

破産更生債権等 2,068 2,596

繰延税金資産 172,943 186,459

敷金及び保証金 61,261 60,965

その他 30,667 25,545

貸倒引当金 △2,068 △2,596

投資その他の資産合計 797,376 1,181,328

固定資産合計 1,210,785 1,449,993

資産合計 5,260,614 5,283,742
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

未払金 621,786 462,436

未払費用 4,491 1,720

未払法人税等 118,395 272,600

未払消費税等 22,540 19,328

預り金 89,190 29,755

ポイント引当金 25,916 17,474

流動負債合計 882,320 803,316

固定負債   

役員退職慰労引当金 36,498 34,916

固定負債合計 36,498 34,916

負債合計 918,819 838,233

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 2,415,885 3,148,189

自己株式 － △586,758

株主資本合計 4,400,117 4,545,662

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △60,779 △102,164

評価・換算差額等合計 △60,779 △102,164

新株予約権 2,457 2,010

純資産合計 4,341,794 4,445,509

負債純資産合計 5,260,614 5,283,742
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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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業収益 598,116 622,482

営業費用   

役員報酬 28,350 33,369

給料手当 72,591 74,925

人材派遣費 33,133 22,483

広告宣伝費 50,002 53,104

支払手数料 43,649 34,268

減価償却費 7,722 6,107

貸倒引当金繰入額 2,770 －

役員退職慰労引当金繰入額 1,333 1,581

ポイント引当金繰入額 1,205 10,095

その他 69,714 86,040

営業費用合計 310,474 321,977

営業利益 287,641 300,505

営業外収益   

受取利息 4,555 2,008

有価証券利息 3,552 7,190

受取配当金 26 12

その他 6 1,340

営業外収益合計 8,140 10,551

営業外費用   

自己株式取得費用 － 57

営業外費用合計 － 57

経常利益 295,782 310,999

税引前四半期純利益 295,782 310,999

法人税、住民税及び事業税 105,419 117,693

法人税等調整額 17,453 11,362

法人税等合計 122,872 129,055

四半期純利益 172,910 181,944
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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１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 295,782 310,999

減価償却費 7,722 6,107

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,746 △760

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － 1,581

ポイント引当金の増減額（△は減少） 1,205 8,441

受取利息及び受取配当金 △4,581 △9,211

売上債権の増減額（△は増加） 13,467 11,119

営業債務の増減額（△は減少） 1,506 15,986

未収入金の増減額（△は増加） － △27,847

その他 7,706 39,591

小計 325,557 356,009

利息及び配当金の受取額 6,250 14,952

法人税等の支払額 △369,935 △262,415

営業活動によるキャッシュ・フロー △38,127 108,546

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 △24,185 △6,571

無形固定資産の取得による支出 △4,106 △51,879

投資有価証券の取得による支出 △1,376,009 －

敷金及び保証金の差入による支出 △320 △295

その他 △3,464 △4,906

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,408,087 △63,653

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △1,507

配当金の支払額 △275,138 △270,995

財務活動によるキャッシュ・フロー △275,138 △272,503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,721,353 △227,609

現金及び現金同等物の期首残高 4,426,613 2,560,119

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,705,260 2,332,509
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該当事項はありません。 

  

当社は、平成21年４月30日付で、自己株式の消却を実施しました。この結果、当第１四半期累計期間

において、利益剰余金及び自己株式がそれぞれ586百万円減少しております。 

  

(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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