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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

※ 前期より新たに「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、前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 ％

22年3月期第2四半期 1,515 10.5 790 10.0 808 9.4 475 10.3
21年3月期第2四半期 1,371 ― 719 ― 738 ― 431 ―

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2四半期 1,597.62 ―
21年3月期第2四半期 1,384.67 ―

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2四半期 5,993 4,667 77.8 15,668.29
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2四半期  4,664百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 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 2,849 7.4 1,389 0.9 1,420 0.1 864 11.7 2,902.71
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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2四半期 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2四半期  ―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2四半期 297,718株 21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 
 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ページをご参照ください。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、不況や新型インフルエンザの流行により、個人消費が引

き続き弱めの動きであるものの、旅行業界については９月の大型連休に向けて、予約が増えるなど、一部

盛り上がりの兆しをみせました。 

 当社の主力事業である「一休.com」においても、夏休み、９月の大型連休に向けてのプレゼントキャン

ペーン、「舞浜・横浜 夏の大キャンペーン」、「ここが見どころ！～あなたの知らない岐阜～」特集、

また、第１四半期でも好評だった「24時間限定予約受付スペシャルプラン」を販売するなど、販売体制を

強化してまいりました。「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650施

設、旅館543施設、合計1,193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87施設増加しました。一室あたりの平均単価は23,506円（前年同期25,857円）と下落しましたが、販

売宿泊室数は約72万室（前年同期約63万室）と伸び、販売取扱高は168億円（前年同期163億円）となりま

した。その結果、手数料収入は、1,374百万円（前年同期1,258百万円）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588店舗となり、前事業

年度末の501店舗からは87店舗、第１四半期会計期間末の517店舗から71店舗増加しました。店舗数の増加

によるラインナップの拡充、「席のみ予約の場合最大20％OFF特集」、「フリードリンク付プラン特集」

といったお得感のある特集が好調だった結果、手数料収入は28百万円（前年同期17百万円）となりまし

た。 

 「一休.comショッピング」は、当第２四半期会計期間末において参加店舗は445店舗となり、前事業年

度末の345店舗から100店舗増加しました。「サマーギフト特集」などが好調だった結果、手数料収入は35

百万円（前年同期9百万円）となりました。 

 「広告収入、その他」は74百万円（前年同期82百万円）となりました。 

 なお当社の営業収益は第２四半期会計期間に最も伸びるという季節要因があります。 

 これらの結果、「サイト運営手数料」は1,441百万円（前年同期比11.7％増）となり、「広告収入、そ

の他」を加え営業収益は1,515百万円（前年同期比10.5％増）となりました。一方、営業費用はカード手

数料及びポイント引当金繰入額などが増加して、725百万円（前年同期比11.1％増）となり、結果、営業

利益790百万円（前年同期比10.0％増）、経常利益808百万円（前年同期比9.4％増）、四半期純利益475百

万円（前年同期比10.3％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）

当第２四半期累計期間
（自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 1,289,584 1,441,013 2,498,441

「一休.com」 1,258,844 1,374,812 2,412,694

「一休オークション」 2,852 1,500 4,278

「乾杯.jp」 973 ― 2,152

「一休.comレストラン」 17,524 28,707 44,138

「一休.comショッピング」 9,390 35,992 35,178

    広告収入、その他 82,129 74,892 154,129

合 計 1,371,713 1,515,906 2,652,570
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(1）資産、負債及び純資産の状況 

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709百万円増加し、5,993百万円となり

ました。その主な要因は、現金及び預金が751百万円、次世代システム開発の投資等に伴う無形固定資産

が293百万円増加した一方で、社債の償還等に伴い投資有価証券が339百万円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487百万円増加し、1,326百万円となりました。その主な要因は、未払

金が303百万円増加したためであります。この増加は、クレジットカード事前決済の増加に伴う宿泊施設

に対する未払金等によるものであります。 

 純資産は、前事業年度末に比べ222百万円増加し4,667百万円となりました。その主な要因は、四半期純

利益の計上による増加475百万円、配当の実施による減少327百万円であります。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

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3,311百万円となり、前事業年度末と比べ751百

万円増加しました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、796百万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809百万円、営業債務の増加額205百万円、法人税等の支払額263百万円等であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、280百万円の収入となりました。その主な要因は、無形固定資

産の取得による支出199百万円、社債の償還による収入500百万円等であります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、325百万円の支出となりました。その主な要因は、配当金の支

払額323百万円等であります。 

  

  

宿泊予約サイト「一休.com」において、販売単価の下落が続いているものの、当上半期実績及び下半期

の予約状況において、販売宿泊室数が想定以上に伸びており、下半期におきましては、販売宿泊室数は約

65万泊（従来予想は約60万泊）、販売取扱高は144億円（従来予想は139億円）を見込んでおります。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137万室（従来予想は約131万室）、販売取扱高は313億円

（従来予想は302億円）、手数料収入は2,558百万円（従来予想は2,439百万円）を見込み、営業収益全体

では2,849百万円（従来予想は2,725百万円）を見込みます。 

営業費用につきましては、主として将来に向けてのシステム強化の費用を増加させるため、1,459百万円

（従来予想は1,400百万円）を見込みます。 

 以上により、通期の営業利益は1,389百万円（従来予想は1,324百万円）、経常利益は1,420百万円（従

来予想は1,359百万円）、当期純利益は864百万円（従来予想は819百万円）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

㈱一休（2450）平成22年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

4



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21年９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 3,311,416 2,560,119

売掛金 461,111 333,437

有価証券 397,216 431,675

貯蔵品 1,002 55

前払費用 29,314 16,811

繰延税金資産 45,874 56,957

未収入金 350,236 423,398

その他 5,450 13,260

貸倒引当金 △1,998 △1,967

流動資産合計 4,599,623 3,833,748

固定資産   

有形固定資産   

車両運搬具（純額） 3,296 4,165

工具、器具及び備品（純額） 42,708 36,546

有形固定資産合計 46,005 40,711

無形固定資産   

ソフトウエア 12,766 14,645

ソフトウエア仮勘定 508,803 213,263

電話加入権 44 44

無形固定資産合計 521,615 227,953

投資その他の資産   

投資有価証券 538,327 877,757

関係会社株式 30,600 30,600

破産更生債権等 1,827 2,596

繰延税金資産 163,927 186,459

敷金及び保証金 62,725 60,965

その他 30,774 25,545

貸倒引当金 △1,827 △2,596

投資その他の資産合計 826,353 1,181,328

固定資産合計 1,393,974 1,449,993

資産合計 5,993,598 5,283,742

㈱一休（2450）平成22年３月期　第２四半期決算短信（非連結）
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 765,874 462,436

未払費用 3,068 1,720

未払法人税等 353,400 272,600

未払消費税等 23,288 19,328

前受金 2,300 －

預り金 100,415 29,755

ポイント引当金 39,631 17,474

流動負債合計 1,287,978 803,316

固定負債   

役員退職慰労引当金 38,056 34,916

固定負債合計 38,056 34,916

負債合計 1,326,035 838,233

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 2,709,579 3,148,189

自己株式 － △586,758

株主資本合計 4,693,811 4,545,662

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △29,080 △102,164

評価・換算差額等合計 △29,080 △102,164

新株予約権 2,832 2,010

純資産合計 4,667,563 4,445,509

負債純資産合計 5,993,598 5,283,742
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6



(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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益 1,371,713 1,515,906

営業費用   

役員報酬 61,720 65,615

給料手当 144,250 154,608

人材派遣費 62,646 55,704

広告宣伝費 130,084 137,706

支払手数料 82,195 77,582

システム関連費 － 39,714

減価償却費 15,688 13,353

貸倒引当金繰入額 3,483 166

役員退職慰労引当金繰入額 2,883 3,139

ポイント引当金繰入額 4,379 26,450

その他 145,325 151,026

営業費用合計 652,658 725,067

営業利益 719,055 790,838

営業外収益   

受取利息 9,484 4,010

有価証券利息 10,255 12,348

受取配当金 26 12

その他 6 1,132

営業外収益合計 19,773 17,503

営業外費用   

自己株式取得費用 － 57

為替差損 － 20

固定資産除却損 120 －

営業外費用合計 120 77

経常利益 738,708 808,263

特別利益   

投資有価証券売却益 － 960

特別利益合計 － 960

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 －

会員権評価損 － 195

その他 100 －

特別損失合計 2,084 195

税引前四半期純利益 736,624 809,028

法人税、住民税及び事業税 310,128 349,934

法人税等調整額 △4,774 △16,545

法人税等合計 305,354 333,389

四半期純利益 431,269 475,638

㈱一休（2450）平成22年３月期　第２四半期決算短信（非連結）
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 736,624 809,028

減価償却費 15,688 13,353

固定資産除却損 120 －

投資有価証券売却損益（△は益） 309 △960

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 △738

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,549 3,139

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,379 22,156

受取利息及び受取配当金 △19,051 △16,370

売上債権の増減額（△は増加） △88,676 △127,673

営業債務の増減額（△は減少） △7,849 205,036

未収入金の増減額（△は増加） － 73,161

立替金の増減額（△は増加） △69,992 －

預り金の増減額（△は減少） 22,915 70,659

その他 △19,328 △11,994

小計 581,825 1,038,801

利息及び配当金の受取額 13,202 21,321

法人税等の支払額 △371,871 △263,689

営業活動によるキャッシュ・フロー 223,156 796,433

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 △14,316

無形固定資産の取得による支出 △4,106 △199,419

投資有価証券の取得による支出 △1,376,009 △950

投資有価証券の償還による収入 － 500,000

投資有価証券の売却による収入 329 1,910

敷金及び保証金の差入による支出 △320 △1,759

その他 △3,147 △5,209

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,409,950 280,254

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 △341,075 △323,883

財務活動によるキャッシュ・フロー △341,075 △325,390

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,527,870 751,297

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 2,898,743 3,311,416
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（表示方法の変更） 

 
  

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２四半期累計期間

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。 

  

  

当第２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日)

（四半期損益計算書）

①前第２四半期累計期間において営業費用の「その他」に含めて表示しておりました「システム関連費」は、金額的
重要性が増加したため、区分掲記することといたしました。 
 なお、前第２四半期累計期間の営業費用の「その他」に含まれている「システム関連費」の金額は19,727千円であ
ります。

②前第２四半期累計期間において営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「会員権評価損」は、金額的
重要性が増加したため、区分掲記することといたしました。 
 なお、前第２四半期累計期間の営業費用の「その他」に含まれている「会員権評価損」の金額は100千円でありま
す。

（四半期キャッシュ・フロー計算書）
 前第２四半期累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「未
収入金の増減額（△は増加）」は、金額的重要性が増加したため、区分掲記することといたしました。 
 なお、前第２四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれている「未収入金の増減
額（△は増加）」の金額は△1,605千円であります。

(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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