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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

 
(注) １ 当社は、中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移

については、記載しておりません。 

２ 第７期中間会計期間については、中間財務諸表を作成していないため記載しておりません。 

３ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

４ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

５ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益について、第７期は新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上

場かつ非登録であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 

６ 従業員数欄の[ ]は外書きであり、臨時従業員(人材会社からの派遣社員を含む)の当中間会計期間の平均雇

用人員であります。 

７ 当社は、平成17年６月15日付で株式１株につき20株の株式分割を行っております。  

８ 当社は、平成18年４月１日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。  

第一部 【企業情報】

回次 第７期中 第８期中 第９期中 第７期 第８期

会計期間

自 平成16年 
   ４月１日 
至 平成16年 
   ９月30日

自 平成17年
   ４月１日 
至 平成17年 
   ９月30日

自 平成18年
   ４月１日 
至 平成18年 
   ９月30日

自 平成16年 
   ４月１日 
至 平成17年 
   ３月31日

自 平成17年
   ４月１日 
至 平成18年 
   ３月31日

営業収益 (千円) ― 918,319 1,110,949 1,241,006 1,871,957

経常利益 (千円) ― 566,975 700,554 726,010 1,177,925

中間(当期)純利益 (千円) ― 335,568 398,880 434,719 696,354

持分法を適用した場合の 
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) ― 864,570 887,398 231,700 864,570

発行済株式総数 (株) ― 100,440 310,980 4,476 100,440

純資産額 (千円) ― 2,971,144 3,623,459 1,031,596 3,331,604

総資産額 (千円) ― 3,305,746 4,048,425 1,343,169 3,803,595

１株当たり純資産額 (円) ― 29,581.28 11,651.74 230,472.75 33,170.10

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― 3,621.16 1,300.65 128,849.11 7,212.85

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― 3,298.55 1,280.70 ― 6,775.80

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― 1,500

自己資本比率 (％) ― 89.9 89.5 76.8 87.6

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― 245,623 264,852 466,484 777,576

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― △19,866 △7,075 28,742 △100,126

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― 1,584,703 △102,342 88,409 1,584,703

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) ― 2,878,550 3,485,675 1,068,089 3,330,242

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数]

(名) ―
16
[8]  

26
[11]

14
[6]

23
[8]



２ 【事業の内容】 

当社は、平成18年６月１日より高級レストランの即時予約サイト「一休.comレストラン」を開始いたし

ましたので、その事業の内容について記載いたします。 

 本サービスは、①「一休.com」のブランド強化、②「一休.com」の既存利用者への利便性向上と宿泊予

約との相乗効果、③新たな顧客層へのアプローチ、新規利用者の獲得、④既存の提携宿泊施設との連携強

化という目的のもと、新事業として立ち上げたものです。 

 対象となるレストラン店舗は、高級ホテル内のみならず、ホテル以外の高級レストランも含まれます。

参加店舗は、254店舗（平成18年９月30日現在）で、利用者の１人あたり平均単価は、ランチで4,972円

（当中間会計期間における平均、以下同じ）、ディナーで10,526円となっております。 

 なお、このサイトを利用するためには会員登録が必要ですが、「一休.com」と共通の会員ＩＤで利用す

ることが可能です。 

    

 「一休.comレストラン」ビジネスモデルのイメージ図は以下の通りです。 

     
 

  

３ 【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、就業人員であります。 

２  従業員数欄の[ ]は外書であり、臨時従業員（人材会社からの派遣社員を含む）の当中間会計期間の平均雇

用人員であります。  

  

(2) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

従業員数(名) 26[11]



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、原価価格の動向が与える影響が懸念されるものの、企業収益

の改善及び設備投資の増加から、雇用・所得の環境が改善し個人消費も伸びる等、国内民間需要に支え

られ緩やかな景気回復の兆しがみられました。事業領域であるインターネットの分野におきまして、ブ

ロードバンド化、モバイル化によるインターネット利用環境が引き続き進展しており、これに伴い、

2005年のインターネットの利用人口はおよそ8,529万人（対前年比581万人増）と、引き続き増加してお

ります（総務省平成18年５月「通信利用動向調査」）。 

このような状況の中、当社はコアビジネスの「一休.com」のさらなる一層のブランドイメージの向上

と販売室数の増加を図るべく、高級ホテル・高級旅館のラインナップの充実、会員にとって魅力あるプ

ランの提供、豊富な提供客室数の確保に努めました。当中間会計期間におきましては、「ゴールデンウ

ィーク特集and一休.com６周年記念キャンペーン」「京都夏の風物詩 川床プラン特集」「シェラトン

ホテル５つの物語～Sheraton five stories」「銀座特集」「軽井沢特集」「箱根特集」「サマープラ

ン特集」「スイートルーム最大50％OFFキャンペーン」等を積極的に展開いたしました。取扱施設に関

しては、超高級ホテルの開業がありませんでしたが、当中間会計期間で、旅館につきましては参加施設

数を77施設増やしております。 

宿泊予約以外に提供するサービスとして、６月に高級レストラン予約サイト「一休.comレストラン」

を開始いたしました。 

会員数は、前事業年度末の約109万人から、８月末に120万人を突破し、当中間会計期間末は約124万

人と約15万人増加しております。 

当中間会計期間末の「一休.com」および「一休オークション」での取扱施設数は、ホテル557施設、

旅館358施設、合計915施設となり、前事業年度末のホテル547施設、旅館281施設、合計828施設から87

施設増加しました。 

「一休.com」は、販売宿泊数が約63万泊、販売取扱高が14,771百万円となりました。 

「一休オークション」は、販売宿泊数が約４千泊、販売取扱高が93百万円となりました。 

「一休.comレストラン」の営業収入は、５百万円となりました。 

「広告収入」は53百万円となりました。 

その結果、営業収益は1,110百万円（前年同期比121.0％）、営業利益は698百万円（前年同期比

121.4％）、経常利益は700百万円（前年同期比123.6％）、中間純利益は398百万円（前年同期比

118.9％）となりました。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は前中間会計期間末と比べ、607百万円増加し、3,485

百万円(前年同期比121.1％）となりました。なお、現金預金の他692百万円を安全性の高い金融商品

（有価証券勘定）として保有しております。 

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。 

  

〈営業活動によるキャッシュ・フロー〉 

 当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益が700百万円（前

年同期比123.5％）あったものの、法人税等の支払額360百万円(前年同期比165.0％）、売上債権の増加

額73百万円(前年同期比63.6％）等があり、264百万円の収入(前年同期比107.8％）となりました。 

  

〈投資活動によるキャッシュ・フロー〉 

 当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、日本旅行業協会(ＪＡＴＡ弁済業務

保証金分担金）への支出５百万円、有形固定資産の取得による支出２百万円（前年同期比14.1％）等に

より、７百万円（前年同期比35.6％）の支出となりました。 

  

〈財務活動によるキャッシュ・フロー〉 

 当中間会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、新株予約権の行使に伴う株式の発行

による収入が45百万円（前年同期比2.8％）あった一方で、配当金の支払額147百万円の支出があったこ

とにより、102百万円の支出（前年同期は1,584百万円の収入）となりました。    

  

２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

該当事項はありません。 

  

(2) 受注実績 

該当事項はありません。 

  

(3) 販売実績 

  

 
(注)１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  ２「一休.comレストラン」については、平成18年６月１日より即時予約サービスを開始したため、当第１四半期

より「サイト運営手数料」として表示しております。 

内  訳 販売高(千円) 前年同期比(％)

サイト運営手数料収入 1,054,365 119.4

「一休.com」 1,040,402 120.1

「一休オークション」 6,518 43.0

「乾杯.jp」 1,700 142.5

「一休.comレストラン」 5,744 ―

広告収入、その他 56,583 159.7

合  計 1,110,949 121.0



３ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。 

  

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な

変更及び重要な設備計画の完了はありません。 

 また、当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,074,240

計  1,074,240

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月15日)

上場証券取引所名又
登録証券業協会名

内容

普通株式 310,980 310,980
東京証券取引所
(マザーズ)

―

計 310,980 310,980 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

 新株予約権 

（平成16年８月９日 臨時株主総会決議） 

  

 
（注）１ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の１個当たりの新株予約権の行使により発行され

る株式の数は、次の算式により調整されるものとします。なお、かかる調整は、当該時点においてその者が

新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式につ

いては、これを切り捨てるものとします。 

      調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

   ２ 発行価格は、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、

調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げます。 

 
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合（新株予約権の行使によるものを除く。）は、次の算

式により払込金額を調整するものとし、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げます。 

 
   ３ 権利行使時において当社または当社の子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要します。

ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではありません。 

     新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の相続人がこれを行使できるものとします。 

     その他の条件については新株予約権者と締結した「新株予約権付与契約書」によります。 

    

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数(個) ８ 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)（注１） 480 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)（注２） 6,667 同左

新株予約権の行使期間
平成18年８月10日から
平成24年６月27日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)（注２）

発行価格  6,667
資本組入額 3,334

同左

新株予約権の行使の条件 （注３） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要します。 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

調整後払込金額＝調整前払込金額×
   １    

分割・併合の比率

調整後 

払込金額

 

＝

調整前 

払込金額
×
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

調整前の払込金額

既発行株式数＋新発行株式数



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
（注）増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

（1）株式分割による増加（平成18年４月１日付） 200,880株 

（2）新株予約権の行使による増加         9,660株 

また、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の行使によるものです。 

  

(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

 
  

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

 平成18年４月１日～ 

平成18年９月30日 

（注）

210,540 310,980 22,828 887,398 22,823 1,093,633

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

森 正文 東京都大田区 167,360 53.82

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社

東京都港区浜松町２丁目11番３号 11,122 3.58

森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門２丁目３番17号 10,000 3.22

ビーエヌピー パリバ セキュ
リティーズ サービス ロンド
ン/ジャスデック/ユーケー レ
ジィデンツ  
（常任代理人 香港上海銀行 
 東京支店）

10 HAREWOOD AVENUE NW1 6AA LONDON
 
 
 (東京都中央区日本橋３丁目11番１号）

4,400 1.41

シティバンク ロンドン グロ
ーバル ウインドースコテッシ
ュ イクイタブル 
（常任代理人 シティバンク、  
 エヌ・エイ 東京支店）

EDINBURGH PARK, EDINBURGH  EH12  9SE, 
SCOTLAND UK 
  
（東京都品川区東品川２丁目３番14号）

4,306 1.38

高野 裕二 千葉県浦安市 4,020 1.29

小野 憲 東京都調布市 3,660 1.18

伊藤 栄子 東京都台東区 3,660 1.18

浅井 慶三 東京都世田谷区 3,540 1.14

栗原 俊樹 千葉県市川市 3,540 1.14

計 ― 215,608 69.33



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

 
  

  

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 株価は、東京証券取引所市場(マザーズ)におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  310,980 310,980 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 310,980 ― ―

総株主の議決権 ― 310,980 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 329,000 283,000 241,000 227,000 227,000 221,000

最低(円) 255,000 198,000 160,000 156,000 174,000 180,000



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省

令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９

月30日まで）の中間財務諸表については、中央青山監査法人により中間監査を受け、当中間会計期間（平

成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表については、みすず監査法人により中間監査

を受けております。 

 なお、従来から当社が監査証明を受けている中央青山監査法人は、平成18年９月１日に名称を変更し、

みすず監査法人となりました。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表

(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 2,187,112 2,793,447 2,638,805

 ２ 売掛金 299,276 327,827 254,128

 ３ 有価証券 691,437 692,228 691,437

 ４ たな卸資産 ― 166 113

 ５ その他 40,165 38,141 38,602

 ６ 貸倒引当金 △120 △203 △62

   流動資産合計 3,217,871 97.3 3,851,607 95.1 3,623,025 95.3

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１ 23,881 24,007 23,532

 ２ 無形固定資産 2,960 10,342 6,528

 ３ 投資その他の資産

  (1) その他 61,166 162,946 150,509

  (2) 貸倒引当金 △133 △479 ―

   投資その他の資産合計 61,032 162,467 150,509

   固定資産合計 87,874 2.7 196,817 4.9 180,570 4.7

   資産合計 3,305,746 100.0 4,048,425 100.0 3,803,595 100.0



前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表

(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 未払金 33,703 54,415 35,585

 ２ 未払法人税等 246,626 309,955 372,233

 ３ その他 ※２ 36,021 37,644 43,573

   流動負債合計 316,352 9.6 402,015 9.9 451,391 11.9

Ⅱ 固定負債

 １ 役員退職慰労引当金 18,250 22,950 20,600

   固定負債合計 18,250 0.5 22,950 0.6 20,600 0.5

   負債合計 334,602 10.1 424,965 10.5 471,991 12.4

(資本の部)

Ⅰ 資本金 864,570 26.2 ― ― 864,570 22.7

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 1,070,810 ― 1,070,810

   資本剰余金合計 1,070,810 32.4 ― ― 1,070,810 28.2

Ⅲ 利益剰余金

 １ 中間(当期)未処分利益 1,035,764 ― 1,396,550

   利益剰余金合計 1,035,764 31.3 ― ― 1,396,550 36.7

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

― ― △326 △0.0

   資本合計 2,971,144 89.9 ― ― 3,331,604 87.6

   負債資本合計 3,305,746 100.0 ― ― 3,803,595 100.0

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 887,398 21.9 ― ―

 ２ 資本剰余金

    (1) 資本準備金 ― 1,093,633 ―

   資本剰余金合計 ― ― 1,093,633 27.0 ― ―

 ３ 利益剰余金

    (1) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 ― 1,644,771 ―

   利益剰余金合計 ― ― 1,644,771 40.6 ― ―

   株主資本合計 ― ― 3,625,802 89.5 ― ―



  

 
  

  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― △2,343 ―

   評価・換算差額等合計 ― ― △2,343 △0.0 ― ―

   純資産合計 ― ― 3,623,459 89.5 ― ―

   負債純資産合計 ― ― 4,048,425 100.0 ― ―



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益 918,319 100.0 1,110,949 100.0 1,871,957 100.0

Ⅱ 営業費用 342,835 37.3 412,540 37.1 686,112 36.7

   営業利益 575,484 62.7 698,409 62.9 1,185,845 63.3

Ⅲ 営業外収益 ※１ 10,817 1.1 2,792 0.3 11,493 0.6

Ⅳ 営業外費用 ※２ 19,325 2.1 648 0.1 19,412 1.0

   経常利益 566,975 61.7 700,554 63.1 1,177,925 62.9

Ⅴ 特別利益 ※３ ― ― 316 0.0 ― ―

Ⅵ 特別損失 ※４ ― ― 770 0.1 ― ―

   税引前中間(当期)純利益 566,975 61.7 700,099 63.0 1,177,925 62.9

   法人税、住民税 
   及び事業税

241,000 303,869 518,514

   法人税等調整額 △9,593 231,407 25.2 △2,650 301,219 27.1 △36,943 481,571 25.7

   中間(当期)純利益 335,568 36.5 398,880 35.9 696,354 37.2

   前期繰越利益 700,196 ― 700,196

   中間(当期)未処分利益 1,035,764 ― 1,396,550



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
  

   
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
  

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金 

合計繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高 
(千円）

864,570 1,070,810 1,070,810 1,396,550 1,396,550 3,331,930

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 22,828 22,823 22,823 ― ― 45,651

 剰余金の配当（注） ― ― ― △150,660 △150,660 △150,660

 中間純利益 ―  ― ― 398,880 398,880 398,880

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間の変動額 
 （純額）

― ― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額
合計（千円）

22,828 22,823 22,823 248,220 248,220 293,872

平成18年９月30日残高 
（千円）

887,398 1,093,633 1,093,633 1,644,771 1,644,771 3,625,802

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額金合計

平成18年３月31日残高 
（千円）

△326 △326 3,331,604

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 ― ― 45,651

 剰余金の配当（注） ― ― △150,660

 中間純利益 ― ― 398,880

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間の変動額 
 （純額）

△2,017 △2,017 △2,017

中間会計期間中の変動額 
合計（千円）

△2,017 △2,017 291,855

平成18年９月30日残高 
（千円）

△2,343 △2,343 3,623,459



④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前中間(当期)純利益 566,975 700,099 1,177,925

   減価償却費 3,713 5,008 9,462

   固定資産除却損 ― 59 88

   投資有価証券売却益 ― △316 ―

   投資有価証券評価損 ― 770 ―

   貸倒引当金の増加額(△は減少額） △210 620 △402

   役員退職慰労引当金の増加額 2,350 2,350 4,700

   受取利息及び受取配当金 △8 △1,213 △251

   新株発行費 19,276 533 19,276

   売上債権の増加額 △115,881 △73,699 △70,733

   営業債務の増加額 8,443 8,468 5,221

   その他 △20,278 △17,506 8,590

    小計 464,379 625,175 1,153,877

   利息及び配当金の受取額 9 635 216

   法人税等の支払額 △218,765 △360,959 △376,517

   営業活動によるキャッシュ・フロー 245,623 264,852 777,576

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 △14,282 △2,007 △18,610

   無形固定資産の取得による支出 ― △235 △4,508

   投資有価証券の取得による支出 ― ― △66,146

   投資有価証券の売却による収入 ― 1,535 ―

   敷金預入れによる支出 △5,184 ― △5,184

   その他 △400 △6,367 △5,677

   投資活動によるキャッシュ・フロー △19,866 △7,075 △100,126

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   株式の発行による収入 1,584,703 45,118 1,584,703

   配当金の支払額 ― △147,461 ―

   財務活動によるキャッシュ・フロー 1,584,703 △102,342 1,584,703

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 1,810,461 155,433 2,262,153

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,068,089 3,330,242 1,068,089

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末 
  (期末)残高

※ 2,878,550 3,485,675 3,330,242



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券  

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

      ＿＿＿＿＿ 

          

    

    

    

            

    時価のないもの 

      ＿＿＿＿＿ 

         

    証券投資信託のうち預金と 

    同様の性格を有するもの 

     移動平均法による原価法 

    を採用しております。 

                

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券  

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     中間決算日の市場価格等 

    による時価法（評価差額は 

    全部純資産直入法により処 

    理し、取得原価は移動平均 

    法により算定）を採用して 

    おります。 

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法 

    を採用しております。 

    証券投資信託のうち預金と 

    同様の性格を有するもの 

        同左        

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券  

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     決算日の市場価格等によ 

    る時価法（評価差額は全部 

    資本直入法により処理し、 

    取得原価は移動平均法によ 

    り算定）を採用しておりま 

    す。 

    時価のないもの 

        同左 

           

    証券投資信託のうち預金と 

    同様の性格を有するもの 

        同左        

(2) たな卸資産 

      ＿＿＿＿＿

(2) たな卸資産 

   貯蔵品  

    最終仕入原価法による原価 

   法を採用しております。 

       

(2) たな卸資産 

   貯蔵品  

        同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

   定率法を採用しております。 

   なお、主な耐用年数は次のと 

  おりであります。 

   器具備品   ４～15年 

(2) 無形固定資産 

   定額法を採用しております。 

   ただし、自社利用のソフトウ 

  ェアについては、社内における 

  利用可能期間(５年以内)に基づ 

  く定額法を採用しております。 

      

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

         同左 

    

    

    

(2) 無形固定資産 

         同左

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

         同左 

    

    

    

(2) 無形固定資産 

         同左

３ 繰延資産の処理方法 

 新株発行費 

  支出時に全額費用として処理し 

 ております。 

      

３ 繰延資産の処理方法 

 新株発行費 

         同左

３ 繰延資産の処理方法 

 新株発行費 

         同左



  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

４ 引当金の計上基準  

(1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒による損失に備え 

  るため一般債権については貸倒 

  実績率により、貸倒懸念債権等 

  特定の債権については個別に回 

  収可能性を勘案し、回収不能見 

  込額を計上しております。 

 

(2) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支給に備 

  えるため、内規に基づく中間期 

  末要支給額を計上しております 

  。            

４ 引当金の計上基準  

(1) 貸倒引当金 

        同左 

    

    

    

    

    

 

(2) 役員退職慰労引当金 

        同左

４ 引当金の計上基準  

(1) 貸倒引当金 

        同左 

    

    

    

    

    

 

(2) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支給に備 

  えるため、内規に基づく期末要 

  支給額を計上しております。

５ 中間キャッシュ・フロー計算 

  書における資金の範囲 

  手許現金、要求払預金及び取得 

 日から満期日までの期間が３ヵ月  

 以内の、容易に換金可能であり、 

 かつ、価値の変動について僅少な  

 リスクしか負わない短期投資から  

 なっております。 

          

５ 中間キャッシュ・フロー計算 

  書における資金の範囲 

       同左        

５ キャッシュ・フロー計算書にお 

  ける資金の範囲 

       同左        

６ その他中間財務諸表作成のた 

  めの基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

  税抜方式によっております。 

         

６ その他中間財務諸表作成のた 

  めの基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

       同左         

６ その他財務諸表作成のための基 

  本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

       同左         



会計処理の変更 

 
         

注記事項 

    

(中間貸借対照表関係) 

    

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当中間会計期間から「固定資産

の減損に係る会計基準」 （「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日))及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。 

  これによる損益に与える影響はあ

りません。

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

  当中間会計期間から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日)及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適

用しております。 

  従来の資本の部の合計に相当する

金額は、3,623,459千円であります。 

  なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における貸

借対照表の純資産の部については、

改正後の中間財務諸表等規則により

作成しております。 

   

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当事業年度から「固定資産の減

損に係る会計基準」 （「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成

14年８月９日))及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６号）

を適用しております。 

  これによる損益に与える影響はあ

りません。

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却 

   累計額     19,144千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却 

   累計額     27,006千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却 

   累計額     23,627千円 

 

※２ 消費税等の取扱い

    仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺の上、流動負債のそ

の他に含めて表示しておりま

す。

※２ 消費税等の取扱い

      同左

※２ 消費税等の取扱い

      ＿＿＿＿＿



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 (1）株式分割による増加（平成18年４月１日付）200,880株 

 (2）新株予約権の行使による増加        9,660株 

  

２ 配当に関する事項 

    配当金支払額 

 
  
  
  

  

  

   

  

  

  

  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 営業外収益の主要項目

   保険解約益   10,386千円

 

※１ 営業外収益の主要項目 

   受取利息     1,184千円 

   有価証券利息   1,146千円 

   保険解約益      356千円 

   

※１ 営業外収益の主要項目 

   受取利息      229千円 

   有価証券利息    120千円 

   保険解約益    10,386千円 

   

※２ 営業外費用の主要項目 

   新株発行費   19,276千円 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

   新株発行費     533千円 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

   新株発行費    19,276千円 

   

※３   ＿＿＿＿＿ ※３ 特別利益の主要項目 

   投資有価証券売却益 316千円

※３   ＿＿＿＿＿

※４    ＿＿＿＿＿   ※４ 特別損失の主要項目 

    投資有価証券評価損 770千円

※４    ＿＿＿＿＿   

 ５ 減価償却実施額 

   有形固定資産   3,351千円 

  無形固定資産    361千円 

        

 ５ 減価償却実施額 

   有形固定資産   4,187千円 

   無形固定資産    821千円

 ５ 減価償却実施額 

   有形固定資産   8,568千円 

   無形固定資産    893千円

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

  普通株式(株) 100,440 210,540 ― 310,980

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月27日 
定時株主総会

普通株式 150,660 1,500 平成18年３月31日 平成18年６月27日



(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(リース取引関係) 

前中間会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

会社の事業内容に照らして重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額なリース取引のため中

間財務諸表等規則第５条の３において準用する財務諸表等規則第８条の６第６項の規定により記載

を省略しております。 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

会社の事業内容に照らして重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額なリース取引のため中

間財務諸表等規則第５条の３において準用する財務諸表等規則第８条の６第６項の規定により記載

を省略しております。 

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

会社の事業内容に照らして重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額なリース取引のため財

務諸表等規則第８条の６第６項の規定により記載を省略しております。 

  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金及び預金 
有価証券

2,187,112千円
691,437千円

現金及び現金 
同等物

2,878,550千円

  

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金及び預金
有価証券

2,793,447千円
692,228千円

現金及び現金
同等物

3,485,675千円

  

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

現金及び預金 
有価証券

2,638,805千円
691,437千円

現金及び現金 
同等物

3,330,242千円



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

時価評価されていない有価証券 

 
  

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
  

前事業年度末(平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
  

内 容 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券
691,437

  公社債投信

区 分 取得原価(千円)
中間貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

 (1）株 式 14,771 12,126 △ 2,644

 (2）その他 9,985 8,678 △ 1,306

合 計 24,757 20,805 △ 3,951

区 分 中間貸借対照表計上額 (千円)

 その他有価証券

（1）公社債投信 692,228 

（2）非上場株式 5,000 

（3）非上場債券 35,000 

区 分 取得原価(千円)
貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

 (1）株 式 16,751 16,437 △ 313

 (2）その他 9,985 9,748 △ 236

合 計 26,737 26,186 △ 550

区 分 貸借対照表計上額（千円）

 その他有価証券

   公社債投信 691,437 

   非上場株式 5,000

   非上場債券 35,000



(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度末(平成18年３月31日) 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

      

(ストック・オプション等関係) 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

     

(持分法損益等) 

前中間会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

関連会社がありませんので、該当事項はありません。 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

関連会社がありませんので、該当事項はありません。 

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

関連会社がありませんので、該当事項はありません。 

  

  

  

  

  



(１株当たり情報) 

  

 
（注）算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 29,581円28銭 11,651円74銭 33,170円10銭

１株当たり中間(当期)純
利益

3,621円16銭 1,300円65銭 7,212円85銭

潜在株式調整後１株当た

り中間(当期)純利益
3,298円55銭 1,280円70銭 6,775円80銭

  当社は、平成18年４月１

日付で株式１株につき３株

の分割を行っております。

当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前

中間会計期間及び前事業年

度における１株当たり情報

については、以下のとおり

となります。 

   
前中間
会計期間

前事業年度

１株当たり
純資産額 
  9,860円43銭 
１株当たり 
中間純利益 
  1,207円05銭 
潜在株式調整
後１株当たり
中間純利益 
 1,099円52銭

１株当たり
純資産額 
 11,056円70銭 
１株当たり 
当期純利益 
  2,404円28銭 
潜在株式調整
後１株当たり
当期純利益 
 2,258円60銭

項目
前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末 
（平成18年３月31日）

 中間貸借対照表の純資 
 産の部の合計額（千円）

― 3,623,459 ―

 普通株式に係る 
 純資産額（千円）

― 3,623,459 ―

 差額の主な内訳（千円） ― ― ―

 普通株式の発行済株式数
         （株）

― 310,980 ―

 普通株式の自己株式数 
         （株）

― ― ―

 １株当たり純資産の算定
 に用いられた普通株式の 
 数       （株）

― 310,980 ―



２ １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中期（当期）純利益 

  

 

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間(当期) 
純利益

 中間（当期）純利益
 (千円）

335,568 398,880 696,354

 普通株式に係る 
 中間(当期)純利益(千円)

335,568 398,880 696,354

 普通株主に帰属しない 
 金額(千円)

― ― ―

 普通株式の期中平均 
 株式数(株)

92,669 306,678 96,544

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益

 中間（当期）純利益 
 調整額（千円）

― ― ―

 普通株式増加数（株） 9,063 4,777 6,227

 （うち新株予約権） （9,063） （4,777） （6,227）

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益の算
定に含まれなかった潜在株
式の概要

 

―――――― 

 

 

―――――― 

 

 

―――――― 

 



(重要な後発事象) 

  

 
(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

     ＿＿＿＿＿       

       

    

         

    

       

          

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

   

     ＿＿＿＿＿   

       

    

         

    

       

          

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

   
 

株式分割について 

 平成18年２月27日開催の取締役会決

議により、次のとおり株式分割による

新株式の発行を行っております。

(a) 平成18年４月１日付をもって普

通株式１株につき３株に分割

①分割により増加する株式数 

普通株式 200,880株

②分割方法 平成18年３月31日最

終の株主名簿に記載

または記載された株

主の所有株式数を、

１株に付き３株の割

合をもって分割

(b) 配当起算日 平成18年４月１日

当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前期における１株

当たり情報及び当期首に行われたと

仮定した場合の当期における１株当

たり情報は、それぞれ以下のとおり

となります。 

   

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額 

    3,841円21銭

１株当たり純資産額 

    11,056円70銭

１株当たり当期純利

益 

    2,147円48銭

１株当たり当期純利

益 

    2,404円28銭

 なお、潜在株式調

整後１株当たり当期

純利益については、

新株予約権の残高が

ありますが、当社株

式は非上場かつ非登

録であり、期中平均

株価が把握できない

ため記載しておりま

せん。

潜在株式調整後１株 

当たり当期純利益 

    2,258円60銭

    

    

  

    

    

    

    



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 有価証券報告書及びその添付書類 
事業年度 第８期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)平成18年６月27日関東財務局長に提
出 

  

  



該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月１６日

株 式 会 社 一 休 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社一休の平成

１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第８期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日ま

で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社一休の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月

３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 藤 井 靜 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 三 浦   太 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１５日

株 式 会 社 一 休 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社一休の平成

１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第９期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日ま

で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計

算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に

対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社一休の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月

３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 藤 井 靜 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 三 浦   太 
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