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1.  平成26年3月期第2四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年9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 ％

26年3月期第2四半期 2,763 14.8 1,009 24.9 1,046 22.9 641 23.2
25年3月期第2四半期 2,407 43.4 808 162.3 851 157.2 520 416.9

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

26年3月期第2四半期 2,151.39 2,146.44
25年3月期第2四半期 1,747.91 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 9,811 6,127 62.3
25年3月期 8,933 5,847 65.3
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  6,112百万円 25年3月期  5,831百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
（注）26年３月期の第２四半期末は、「創業15周年記念配当」として１株当たり1,500円の中間配当を実施いたしますが、これは26年３月期のみの特別実施であり
ます。 

年間配当金
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

25年3月期 ― 0.00 ― 1,300.00 1,300.00
26年3月期 ― 1,500.00
26年3月期（予想） ― 1,300.00 2,800.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 5,436 12.1 1,892 16.3 1,954 14.5 1,195 17.8 4,006.42



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期2Q 298,273 株 25年3月期 297,893 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q ― 株 25年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 297,990 株 25年3月期2Q 297,718 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※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の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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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及
び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料３ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想などの将来予測情報に関す
る説明」をご覧ください。 
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（単位：千円）

 
（注）第1四半期会計期間より、従来の「一休.com」を「宿泊予約」として、「一休.comレストラン・贈る一休」及び

「その他」（「マーケット」等）を「その他」として表示しております。 

  

当第２四半期累計期間における当社を取り巻く外部環境は、安倍政権の景気対策や、金融政策などに

より株高が進み、企業業績の回復が緩やかに見え始め、個人消費も緩やかながら活性化してきました。

また円安や政府によるビザ発給要件の緩和にともない東南アジアを中心とした訪日外国人が増えたこと

もあり観光業における景気は回復傾向に進み始めました。 

  こうした状況のなか、宿泊予約のネット依存は引き続き高まりつつあり、当社では需要掘り起し、よ

り利用したくなる魅力的な商品投入を積極的に展開してまいりました。 

  「宿泊予約」（「一休.com」及び「一休.comビジネス」）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1,637施設（うち一休.comビジネス881施設）、旅館697施設、合計2,334施設となり、前

事業年度末のホテル1,592施設（うち一休.comビジネス847施設）、旅館682施設、合計2,274施設から60

施設増加しました。販売宿泊室数は約89万室（前年同期約82万室）、販売取扱高は21,962百万円（前年

同期19,265百万円）となり、一室あたりの平均単価は24,638円（前年同期23,515円）となりました。手

数料収入は2,323百万円（前年同期1,997百万円）と大幅に増加しました。 

  「その他」（「一休.comレストラン」、「贈る一休」及び「一休マーケット」）の手数料収入は393

百万円（前年同期338百万円）となりました。 

  「広告収入、その他」は46百万円（前年同期71百万円）となりました。 

  これらの結果、「サイト運営手数料収入」は2,717百万円（前年同期比16.3％増）となり、「広告収

入、その他」を加え営業収益は2,763百万円（前年同期比14.8％増）となりました。一方、営業費用

は、売上増に向けた広告宣伝費等が増加したため、1,754百万円（前年同期比9.7％増）となりました。

結果、営業利益1,009百万円（前年同期比24.9％増）、経常利益1,046百万円（前年同期比22.9％増）、

四半期純利益641百万円（前年同期比23.2%増）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

内 訳
 前第２四半期累計期間
（自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日）

対前年同 
期増減率 
 （％）

    前事業年度
（自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日）

サイト運営手数料収入 2,336,325 2,717,386 16.3 4,727,357

「宿泊予約」 1,997,814 2,323,959 16.3 3,972,985

「その他」 338,510 393,426 16.2 754,371

広告収入、その他 71,047 46,398 △34.7 120,635

合 計 2,407,372 2,763,784 14.8 4,847,992
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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877百万円増加し、9,811百万円とな

りました。その主な要因は、現金及び預金が716百万円、売掛金が194百万円増加したためであります。

 負債合計額は前事業年度末に比べ597百万円増加し、3,683百万円となりました。その主な要因は、未

払金が368百万円、預り金が196百万円増加したためであります。これらは、事前カード決済予約の増加

によるものであります。 

 純資産は、前事業年度末に比べ279百万円増加し6,127百万円となりました。その主な要因は、配当の

実施による減少387百万円、四半期純利益の計上による増加641百万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２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は4,316百万円となり、前事業年度末と比べ817

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、1,178百万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1,046百万円、営業債務の増加額353百万円、預り金の増加額196百万円、売掛金の増加額

194百万円、法人税の支払額355百万円等であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、4百万円の収入となりました。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額等365百万円の支出となりました。 

  

  

宿泊予約サイト「一休.com」販売取扱高の当上半期実績が想定以上に増えたため、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175万室、販売取扱高は418億円、手数料収入は4,430

百万円（従来予想は4,316百万円）を見込み、営業収益全体では5,436百万円（従来予想は5,337百万

円）を見込みます。 

  営業費用につきましては、広告費用の増加などにより、3,544百万円（従来予想は3,493百万円）を見

込みます。 

  以上により、通期の営業利益は1,892百万円（従来予想は1,843百万円）、経常利益は1,954百万円

（従来予想は1,900百万円）、当期純利益は1,195百万円（従来予想は1,159百万円）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）財政状態に関する説明

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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２．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円未満切捨て）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,582,836 6,299,588

売掛金 610,476 805,285

有価証券 504,235 501,365

貯蔵品 3,986 3,953

前払費用 37,801 49,798

繰延税金資産 231,891 239,827

未収入金 316,605 243,860

その他 27,653 29,166

貸倒引当金 △958 △1,003

流動資産合計 7,314,529 8,171,842

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 15,486 16,299

車両運搬具（純額） 2,227 1,762

工具、器具及び備品（純額） 39,345 43,384

有形固定資産合計 57,059 61,446

無形固定資産

ソフトウエア 240,421 200,369

電話加入権 44 44

無形固定資産合計 240,466 200,414

投資その他の資産

投資有価証券 929,672 931,849

関係会社株式 5,983 76,283

破産更生債権等 866 1,262

繰延税金資産 235,939 216,397

敷金及び保証金 67,680 66,360

その他 81,997 86,525

貸倒引当金 △866 △1,262

投資その他の資産合計 1,321,272 1,377,416

固定資産合計 1,618,798 1,639,277

資産合計 8,933,327 9,811,119
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（単位：千円未満切捨て）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

未払金 1,464,000 1,832,448

未払費用 27,140 32,319

未払法人税等 360,000 402,000

未払消費税等 46,428 35,214

前受金 160,157 154,975

預り金 496,185 692,333

ポイント引当金 479,738 483,261

流動負債合計 3,033,650 3,632,553

固定負債

役員退職慰労引当金 52,212 51,129

固定負債合計 52,212 51,129

負債合計 3,085,863 3,683,682

純資産の部

株主資本

資本金 895,060 906,782

資本剰余金 1,101,295 1,113,016

利益剰余金 3,838,341 4,092,173

株主資本合計 5,834,697 6,111,972

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △3,048 558

評価・換算差額等合計 △3,048 558

新株予約権 15,814 14,906

純資産合計 5,847,464 6,127,437

負債純資産合計 8,933,327 9,811,119
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（２）四半期損益計算書
第２四半期累計期間

（単位：千円未満切捨て）

前第２四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

営業収益 2,407,372 2,763,784

営業費用

役員報酬 99,705 107,910

給料手当 237,856 248,851

人材派遣費 118,081 106,531

広告宣伝費 232,091 347,558

支払手数料 169,807 108,235

システム関連費 25,485 31,206

減価償却費 78,266 78,518

ポイント引当金繰入額 357,684 365,134

その他 280,191 360,256

営業費用合計 1,599,170 1,754,202

営業利益 808,202 1,009,581

営業外収益

受取利息 3,564 3,249

有価証券利息 10,905 8,763

受取配当金 12 13

退蔵益 18,725 20,234

その他 11,509 4,922

営業外収益合計 44,717 37,183

営業外費用

株式交付費 － 97

為替差損 963 －

その他 229 61

営業外費用合計 1,192 159

経常利益 851,727 1,046,605

税引前四半期純利益 851,727 1,046,605

法人税、住民税及び事業税 350,885 395,903

法人税等調整額 △19,540 9,609

法人税等合計 331,344 405,512

四半期純利益 520,383 641,093
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円未満切捨て）

前第２四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25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 851,727 1,046,605

減価償却費 78,266 78,518

貸倒引当金の増減額（△は減少） 234 440

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △1,083

ポイント引当金の増減額（△は減少） 95,023 3,523

受取利息及び受取配当金 △14,482 △12,026

売上債権の増減額（△は増加） △239,752 △194,809

営業債務の増減額（△は減少） 606,224 353,014

未収入金の増減額（△は増加） △159,673 72,745

預り金の増減額（△は減少） 137,843 196,148

その他 △62,704 △25,527

小計 1,292,706 1,517,550

利息及び配当金の受取額 13,458 16,410

法人税等の支払額 △474,084 △355,282

営業活動によるキャッシュ・フロー 832,081 1,178,677

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 △1,500,000 △500,000

定期預金の払戻による収入 － 600,000

有形固定資産の取得による支出 △13,750 △17,640

無形固定資産の取得による支出 － △6,216

関係会社株式の取得による支出 － △70,300

関係会社の整理による収入 761,525 －

敷金及び保証金の回収による収入 40 －

その他 6,730 △1,274

投資活動によるキャッシュ・フロー △745,454 4,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △325,431 △383,093

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 17,276

財務活動によるキャッシュ・フロー △325,431 △365,816

現金及び現金同等物に係る換算差額 △655 △84

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △239,459 817,345

現金及び現金同等物の期首残高 3,388,576 3,499,276

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,149,116 4,316,622
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

（４）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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