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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 2,208 7.4 1,117 3.1 1,141 2.4 713 13.3
21年3月期第3四半期 2,056 ― 1,083 ― 1,115 ― 629 ―

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3四半期 2,397.58 ―
21年3月期第3四半期 2,021.88 ―

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3四半期 5,839 4,925 84.3 16,533.78
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3四半期  4,922百万円 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  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 2,849 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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 297,718株 21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 
 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。 
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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、景気回復の兆しはまだ見えず、引き続き個人消費の低迷

が続くなか、旅行業界に於いても、クリスマス期間の日並びの悪さなどから、レジャー需要の低下が見ら

れました。 

 当社の主力事業である「一休.com」においては、当社創業以来の大規模なシステムリニューアルに着手

し、11月に新たなサイトとしてリニューアルオープンいたしました。このシステム移行に伴い、新規登録

施設の準備も控え、「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648施設、旅

館545施設、合計1,193施設となり、当第２四半期会計期間末からは横ばいとなりました。尚、前事業年度

末のホテル617施設、旅館489施設、合計1,106施設からは、87施設増加しております。一室あたりの平均

単価は23,286円（前年同期25,680円）と依然下落傾向が続いており、販売室数は約104万室（前年同期約

94万室）と伸びたものの、販売取扱高は241億円（前年同期241億円）とほぼ横ばいとなりました。その結

果、手数料収入は、1,974百万円（前年同期1,871百万円）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648店舗となり、前事業

年度末の501店舗からは147店舗、当第２四半期会計期間末の588店舗からは60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及び「クリスマス特集」が好調だった結果、手数料収入は59百万円（前

年同期34百万円）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は470店舗となり、前事業年

度末の345店舗から125店舗増加しました。特に、商品ラインナップを約180商品まで増やすなどおせち販

売を強化し、またお歳暮やクリスマスギフトをご紹介する「冬の贈り物2009」特集などが好調だった結

果、手数料収入は66百万円（前年同期23百万円）となりました。 

 以上の結果、「サイト運営手数料収入」は2,103百万円（前年同期比8.7％増）となり、「広告収入、そ

の他」を加え、営業収益は2,208百万円（前年同期比7.4％増）となりました。一方、営業費用は、システ

ムリニューアルに伴うシステム関連費や減価償却費などの増加により1,090百万円（前年同期比12.2％

増）となり、結果、営業利益1,117百万円（前年同期比3.1％増）、経常利益1,141百万円（前年同期比

2.4％増）となりました。また、四半期純利益は、システムリニューアル稼動に伴う「情報基盤強化設備

等を取得した場合の法人税等の税額控除」を取り込んでの法人税額の減少等により、713百万円（前年同

期比13.3％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）

当第３四半期累計期間
（自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日）

対前年同 
期増減率 
 （％）

    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 1,934,817 2,103,108 8.7 2,498,441

「一休.com」 1,871,151 1,974,825 5.5 2,412,694

「一休オークション」 3,697 1,789 △51.6 4,278

「乾杯.jp」 1,890 ― - 2,152

「一休.com 
 レストラン」

34,379 59,780 73.9 44,138

「一休.com 
 ショッピング」

23,698 66,712 181.5 35,178

広告収入、その他 121,607 105,136 △13.5 154,129

合 計 2,056,424 2,208,245 7.4 2,652,570

㈱一休（2450）平成22年３月期　第３四半期決算短信（非連結）
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(1）資産、負債及び純資産の状況 

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555百万円増加し、5,839百万円となり

ました。その主な要因は、現金及び預金が722百万円、システムリニューアルの投資等に伴う無形固定資

産が282百万円増加した一方で、社債の償還等に伴い投資有価証券が309百万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75百万円増加し、913百万円となりました。その主な要因は、未払法

人税等133百万円が減少した一方で、未払金が125百万円、預り金が50百万円増加したためであります。こ

れらの増加は、クレジットカード事前決済の増加に伴うもの等であります。 

 純資産は、前事業年度末に比べ480百万円増加し4,925百万円となりました。その主な要因は、四半期純

利益の計上による増加713百万円、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３四半期会計期間末における現金及び現金同等物は2,782百万円となり、前事業年度末と比べ222百

万円増加しました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、902百万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1,142百万円、営業債務の増加額142百万円、法人税等の支払額562百万円等であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、353百万円の支出となりました。その主な要因は、３ヶ月超の

定期預金の預入による支出500百万円、無形固定資産の取得による支出329百万円、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、327百万円の支出となりました。その主な要因は、配当金の支

払額325百万円等であります。 

  

  

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21年10月29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。 

  

  

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３四半期決算短信（非連結）
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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21年12月31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 3,282,708 2,560,119

売掛金 387,572 333,437

有価証券 400,864 431,675

貯蔵品 891 55

前払費用 24,162 16,811

繰延税金資産 34,166 56,957

未収入金 308,154 423,398

その他 5,697 13,260

貸倒引当金 △1,752 △1,967

流動資産合計 4,442,464 3,833,748

固定資産   

有形固定資産   

車両運搬具（純額） 2,862 4,165

工具、器具及び備品（純額） 37,381 36,546

有形固定資産合計 40,243 40,711

無形固定資産   

ソフトウエア 502,518 14,645

ソフトウエア仮勘定 7,824 213,263

電話加入権 44 44

無形固定資産合計 510,387 227,953

投資その他の資産   

投資有価証券 568,482 877,757

関係会社株式 30,600 30,600

破産更生債権等 1,847 2,596

繰延税金資産 151,683 186,459

敷金及び保証金 62,725 60,965

その他 32,737 25,545

貸倒引当金 △1,847 △2,596

投資その他の資産合計 846,229 1,181,328

固定資産合計 1,396,860 1,449,993

資産合計 5,839,325 5,283,742

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

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 587,510 462,436

未払費用 2,802 1,720

未払法人税等 138,936 272,600

未払消費税等 7,273 19,328

前受金 9,330 －

預り金 80,473 29,755

ポイント引当金 47,773 17,474

流動負債合計 874,099 803,316

固定負債   

役員退職慰労引当金 39,614 34,916

固定負債合計 39,614 34,916

負債合計 913,714 838,233

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 2,947,742 3,148,189

自己株式 － △586,758

株主資本合計 4,931,974 4,545,662

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,570 △102,164

評価・換算差額等合計 △9,570 △102,164

新株予約権 3,207 2,010

純資産合計 4,925,610 4,445,509

負債純資産合計 5,839,325 5,283,742

㈱一休（2450）平成22年３月期　第３四半期決算短信（非連結）
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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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収益 2,056,424 2,208,245

営業費用   

役員報酬 95,090 97,860

給料手当 220,351 234,816

人材派遣費 94,975 82,974

広告宣伝費 188,001 196,044

支払手数料 110,080 96,844

システム関連費 － 76,312

減価償却費 23,720 37,527

貸倒引当金繰入額 3,589 －

役員退職慰労引当金繰入額 4,433 4,697

ポイント引当金繰入額 8,724 38,082

その他 223,632 225,640

営業費用合計 972,599 1,090,800

営業利益 1,083,825 1,117,444

営業外収益   

受取利息 13,981 5,951

有価証券利息 17,419 17,212

受取配当金 37 23

その他 6 1,178

営業外収益合計 31,445 24,365

営業外費用   

自己株式取得費用 － 57

為替差損 19 26

固定資産除却損 120 －

営業外費用合計 139 83

経常利益 1,115,131 1,141,725

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   

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 －

会員権評価損 － 195

その他 375 －

特別損失合計 39,584 195

税引前四半期純利益 1,075,546 1,142,490

法人税、住民税及び事業税 461,820 434,672

法人税等調整額 △16,007 △5,983

法人税等合計 445,812 428,689

四半期純利益 629,734 713,801

㈱一休（2450）平成22年３月期　第３四半期決算短信（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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 1,142,490

減価償却費 23,720 37,527

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 △960

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 △964

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,099 4,697

ポイント引当金の増減額（△は減少） 8,724 30,298

受取利息及び受取配当金 △30,722 △23,186

売上債権の増減額（△は増加） △64,220 △54,135

営業債務の増減額（△は減少） △6,125 142,189

未収入金の増減額（△は増加） － 115,244

立替金の増減額（△は増加） △66,820 －

預り金の増減額（△は減少） 43,819 50,718

その他 1,245 △5,742

小計 1,031,161 1,438,177

利息及び配当金の受取額 21,418 26,989

法人税等の支払額 △703,705 △562,354

営業活動によるキャッシュ・フロー 348,874 902,811

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △500,000

有形固定資産の取得による支出 △27,906 △16,156

無形固定資産の取得による支出 △28,998 △329,069

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

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 △1,759

その他 △5,111 △7,172

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,468,615 △353,198

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 △341,559 △325,516

財務活動によるキャッシュ・フロー △341,559 △327,023

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,461,300 222,588

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 2,965,313 2,782,708
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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３四半期累計期間

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３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日)

（四半期損益計算書）

①前第３四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３四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31,696千円であ
ります。

②前第３四半期累計期間において特別損失の「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３四半期累計期間の特別損失の「その他」に含まれている「会員権評価損」の金額は375千円でありま
す。

（四半期キャッシュ・フロー計算書）
 前第３四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３四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641千円であります。

(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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