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当資料に記載されている、当社の計画や戦略、業績に関する予想及び見通しのうち、
歴史的事実を含んでいないものは、当社が現時点で把握可能な情報から判断した想定
及び所信に基づくものであります。実際の業績は様々な要因により大きく異なる結果
となる可能性もある事をご承知おきください。

会社の業績に影響を与える可能性のある事項の詳細は「平成18年３月期 決算短信」
の「事業等のリスク」をご参照ください。ただし、業績に影響を与える可能性の或る
要素は「事業等のリスク」に記載されている事項に限定されるものではないことをご
留意ください。

法律上必要とされる場合を除いて、当社は事前の予告なく、将来の見通しに関する記
述を見直したり、将来の見通しの根拠となった仮定及び要因についての変更を行うこ
とがございますので、ご了承下さい。

当資料取扱上の注意点
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Ⅰ. 2005年度 第4四半期 説明資料
（2006年1月～2006年3月）
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+56.7%293187営業利益

+55.4%174112当期純利益

+57.5%293186経常利益

+44.8%469324営業収益

+150.0%3012広告収入など

+16.9%0（百万円以下切捨）0（百万円以下切捨）サイト運営手数料収入（乾杯.jp）

4サイト運営手数料収入（eオークション）

+40.5%
※合計値比較

433311
※2004年度は一休.comと
eオークションの合計値で算出

サイト運営手数料収入（一休.com）

-19.5%6277eオークション取扱高

+39.6%6,179 4,425一休.com取扱高

増減（2006年1月～2006年3月）（2005年1月～2005年3月）

前年同期比2005年第4四半期2004年度第4半期

2005年度 第4四半期（2006年1月～2006年3月）業績

（単位：百万円、％）

（注）2004年度については、四半期決算を行っていないため、前年同期比は参考値です。

非連結
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■㈱シニアコミュニケーションとのサイト連携について発表（2006年4月より開始）

■ソネット・エムスリー㈱運営サイト「m3.com」にてコンテンツ提供開始

2005年度 第4四半期（2006年1月～2006年3月）ポイント

■主事業である「一休.com」について
・全国平均１室あたり単価：21,000円台

・取扱施設増減数 +33（ホテル13＜旅館20）

・会員数増加は、前年同期と同程度の69千人増

・「一休.com」取扱高は6,179百万円（対前年同期比39.6%増）

・その結果、「サイト運営手数料収入」は437百万円（対前年同期比40.5%増）

■広告出稿数増で「広告収入など」は大幅増の30百万円（対前年同期比
150.0%） （例）「LEXUS」、「Mercedez-Benz」、「ニッセイアセットマネジメント」、「マネックス証券」など

（注）2004年度については、四半期決算を行っていないため、前年同期比は参考値です。
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2005年度 第4四半期（2006年1月～2006年3月）参考資料

¥20,295¥21,422¥22,470¥23,051¥21,139
前年同期2005/4Q2005/3Q2005/2Q2005/1Q平均単価

132.3%288291312248（千室）

前年同期比2005/4Q2005/3Q2005/2Q2005/1Q一休.com取扱室数

139.6%6,179 6,588 7,211 5,261 （百万円）

前年同期比2005/4Q2005/3Q2005/2Q2005/1Q一休.com取扱高

69 1,0951,026951862（千人）

四半期増減数2005/4Q末2005/3Q末2005/2Q末2005/1Q末会員数

20 281261244216旅館

13 547534525511ホテル

33 828795769727施設数

四半期増減数2005/4Q末2005/3Q末2005/2Q末2005/1Q末

（注）2004年度の数値および比較値については、参考値です。
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Ⅱ. 2005年度 通期 説明資料
（2005年4月～2006年3月）
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2005年度 通期（2005年4月～2006年3月）業績

+63.2%1,185726営業利益

+60.2%696424 当期純利益

+62.2%1,177726 経常利益

+50.8%1,8711,241 営業収益

+121.1%8538広告収入など

+5.7%33サイト運営手数料収入（乾杯.jp）

25サイト運営手数料収入（eオークション）

+48.6%
※合計値比較

1,7591,199
※2004年度は一休.comと

eオークションの合計値で算出

サイト運営手数料収入（一休.com）

-28.7%358502eオークション取扱高

+51.0%25,20916,692一休.com取扱高

増減（2005年4月～2006年3月）（2004年4月～2005年3月）

前期比2005年度2004年度

（単位：百万円、％）

非連結
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94.0％
(1,759)

1.3％(25)

0.2％(3)

4.5％(85)

ikyu.comkan-pai.jp

eAuction

( ) 内は売上高（単位：百万円）

広告収入など

2005年度 通期 売上高の内訳
注記）

2006年4月4日から

「eオークション」は「一休オークション」として名称変更し、「一休.com」内のコンテンツとしてサービスを
提供しております。



10一休（2450）

■広告出稿数増で「広告収入など」は85百万円（対前期比121.1%増）

■主事業である「一休.com」について
・全国平均１室あたり単価：22,000円台（¥22,074）

・年間を通じた取扱施設数は、129の増加（ホテル48＜旅館81）

・年間を通じた会員数は、306千人増

・「一休.com」取扱高は25,209百万円（対前年比50.9％増）

・その結果、「サイト運営手数料収入」は1,787百万円（対前期比48.7%増）

■2005年に開業した超高級ホテルと宿泊予約専業サイトとして唯一取扱を開始

■宿泊予約以外に提供するサービスとして、国内および海外クルーズの取扱を開始

■2005年11月末に、会員数が100万人を突破

■災害時のバックアップサイトを大阪に設置

■2005年度末時点の従業員数23名（前期末14名） ※役員、派遣社員は除く

2005年度 通期（2005年4月～2006年3月）ポイント
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2005年度 通期（2005年4月～2006年3月）参考資料

1,366 ¥22,074¥21,338¥20,657¥21,160
前期比2005年度2004年度2003年度2002年度平均単価

142.8%1,142782438192（千室）

前期比2005年度2004年度2003年度2002年度取扱室数

150.9%25,209 16,6928,752 3,862 （百万円）

前期比2005年度2004年度2003年度2002年度取扱高

306 1,095789502304（千人）

通年増減数2005年度末2004年度末2003年度末2002年度末会員数

81 281200151111旅館

48 547499423319ホテル

129 828699574430施設数

通年増減数2005年度末2004年度末2003年度末2002年度末
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会員利用分析

「アクティブユーザー」
過去2年のうちに1度以上、一休.comを利用したユーザーを「アクティブユーザー」と捉えています。

0
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1,200

02年度 03年度 04年度 05年度

アクティブユーザー

会員数

全会員
789千人

会員数（千人）

アクティブユーザー

101千人

アクティブユーザー

216千人

アクティブユーザー

393千人全会員
304千人

全会員
502千人

全会員
1,095千人

アクティブユーザー

557千人

アクティブユーザーのリピート率（複数回利用者の割合）は、43.9%

過去１年に１度以上、使うユーザーは、全会員の35.4%、リピート率（複数回利用者の割合）は、40.2%
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男性

会員属性

男女比 男性：女性＝57：43

2006年3月末現在

37.5％
30代

30代 30代

42.8％49.9％
40代

30.4％

21.1％
40代

40代

26.4％

50代

50代

50代

15.4％
7.7％ 12.1％

20代20代20代

14.4％19.2％10.8％

60代 60代 60代70歳以上 70歳以上 70歳以上20歳未満 20歳未満 20歳未満

4.5％ 1.1％ 0.3％ 1.5％ 0.3％ 0.3％ 3.2％ 0.8％ 0.3％

女性 全体

平均年齢 ：男41歳 女37歳
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Ⅲ. 今後の事業展開
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2006年度 業績予想

+28.3%893696当期純利益

+30.0%892686営業費用

+0.6pts63.5%62.9%経常利益率

+31.7%1,5501,177経常利益

+30.5%2,4421,871営業収益

+27.3%32,10025,209一休.com取扱高

増減（2006年4月～2007年3月）（2005年4月～2006年3月）

前期比2006年度2005年度

（単位：百万円、％）

今期は、「一休.comレストラン」に最大注力
レストラン立ち上げのため費用が増加するが、

利益率は前年度以上を確保する

非連結
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成長イメージ

一休.com

一休.com

現在 将来イメージ

新規
展開

高級ホテル・高級旅館予約

「ネット」 「高級」 「ホテル」 「旅行」 の４つがキーワード

「一休.com」をコアビジネスと位置づける

「ネット」「高級」「ホテル」「旅行」
に関連したものを模索

売上
増

2006年6月スタート予定

高級レストラン
予約サイト
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一休.comの成長に関して

一休.comの取扱金額増を目指す⇒

「会員数」：
会員は、ゆっくり増加していく⇒利用者数の増加

コアビジネスと位置づける「一休.com」を成長させるために、
サイトを以下の方針で運営して参ります。

■（最大販売可能客室数に対する）「シェア」計算方法
一休.com年間取扱室数÷（一休.com全参加施設の保有室数×365日）＝販売シェア
2005年度では… 約114万室÷（約15万室×365日）＝およそ0.02⇒約2%

「シェア」：
全参加施設の1日あたりの総客室に対し一休.comは、約2%のシェア

⇒一つの宿泊施設当たりへの総客数を高めていく＝シェアを高めていく

▼「３つ」の成長余地

「単価」：
シニア層・富裕層向けに高単価商品（旅館やスイートなど）の積極的販売

「シェア」は、最大販売可能数に対して、一休.comが販売した実績の割合を示しています。

（今期約30万人増加見込）
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一休.comの販売戦略

信頼を得、顧客満足度をさらに高める

高級
ホテル

高級
旅館

会員

顧客 顧客

■参加宿泊施設の「質」を追求
参加宿泊施設の数を追わない

■会員が求めるサービスの提供
新規事業の展開

【会員満足度をさらに高めるために】 【宿泊施設満足度をさらに高めるために】

利用者 利用者

■ブランドの維持

■宿泊施設に喜ばれる
会員属性を送客

（例）ソネット・エムスリー㈱との提携
■ユーザーメリットの創出

※医師・医療従事者へサービスを提供するサイトを運営
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今後の方針（一休.comのサイト周辺）
今後も成長が見込める「一休.com」を中心とした事業展開をするにあたり、

下記の展開を模索して参ります。

■上記キーワードに関連した、強いシナジーを生み出すサイトや媒体との提
携を積極的に強化していく （例）ソネット・エムスリー、シニアコミュニケーション

⇒「一休.com」への誘導

■サイトの維持・強化に最適な環境整備を継続して行う

■宿泊予約の「一休.com」を中心に、上記キーワードに関連した分野での新

規展開を模索していく （例）高級レストラン予約、国内および海外クルーズ

⇒「一休.com」を核に新規事業

セキュリティ

▼一休.comの利用を促進するために、宿泊予約以外のコンテンツ増強

▼一休.comの利用者を増やすために、多様なサイトとの提携を模索

「ネット」 「高級」 「ホテル」 「旅行」 の４つがキーワード
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2006年6月に新規展開

image

sample
※開発中の画面イメージです

http://restaurant.ikyu.com/

2006年6月スタート予定
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「一休.comレストラン」（高級レストラン予約サイト）
宿泊予約を主とする「一休.com」内に、2006年6月から新たなコンテンツが登場します。

■目的
・「一休.com」のブランド強化
・「一休.com」既存利用者への利便性向上、宿泊予約とのクロスセル
・新たな顧客層へのアプローチ、新規の利用者の獲得

・既存の宿泊施設との連携強化

■ビジネスモデル
実績に応じた成功報酬型の手数料収入（詳細は次頁）

■海外の状況
米国では「opentable.com」というサイトが最大

店舗数4,400以上、単月（2006年2月）予約数100万席
年間取扱金額はUSD480million （＠111円で円換算すると、約532.8億円）

■対象店舗
ホテル内外の高級レストラン

※2006年5月11日現在の「opentable.com」サイト上の情報より、数値は概数

※2006年5月11日時点の為替レート
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高級

レストラン

一休.comレストラン予約システムの仕組み（ビジネスモデル）

代金は現地で利用者が支払い、
一休.comは手数料を店舗から受け取る

会員
www.ikyu.com

①リアルタイム
座席数・メニュー登録

②リアルタイム
予約

③予約完了通知

E-mail
③予約完了通知

E-mail or FAX

④食事／料金支払

⑤利用実績に応じた
店舗からの手数料収入

食事後に料金支払

24時間いつでも
インターネットサイトで

24時間いつでも
インターネットサイトで

自動通知システム 自動通知システム

いつでも入力可能いつでも予約可能

登録無料
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株主還元策

当社自身のサービスはインターネットの運営のみであり、ユーザーでは
ない株主の方も考慮し、株主の皆様への利益還元は、配当を中心に考
えております。一方、株主優待につきましては、当社はホテルや旅館を
直接運営しているわけではありませんので、費用面や手続き上の課題が
多いため、当面実施の予定はございません。

平成18年3月期（第8期）より配当を開始し、1株当たりの期末配当金の
額は、1,500円を予定しております。配当性向については、当面、当期
純利益の2割を目処とさせていただく予定であります。



24一休（2450）

Ⅳ. 参考資料
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会社名： 株式会社 一休 （英語名： Ikyu Corporation）
所在地： 〒107-0051 東京都港区元赤坂1-7-18 ニッセイ元赤坂ビル

TEL:03-5786-7350 FAX:03-5786-7345
E-mail: ir_info@ikyu.com

設立： 1998年7月30日
資本金： 870百万円（2006年4月30日現在）
代表取締役： 森 正文
主要業務： 高級ホテル・旅館専門予約サイト「一休.com」

オークションサービス「一休オークション」
宴会・会議場検索サイト「乾杯.jp」 の運営事業

発行済株式数：305,820株（2006年4月30日現在）
株主数： 9,516人（2006年3月31日現在）

1.10%1,100藤原 貴夫

1.10%1,100栗原 俊樹

1.10%1,100浅井 慶三

1.10%1,100本田 元和

1.10%1,140伊藤 栄子

1.20%1,200森 淳子

1.20%1,220小野 憲

1.80%1,828日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

2.00%1,980日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

58.90%59,120森 正文

（持ち株比率）（持株数）（株主名）

会社概要

上位株主
（2006年3月31日現在）
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トップメッセージ

弊社は、世の中に役立つ会社にしたい、常に新しいものを創り出していきたい
という思いのもと、「社会に役立つ新しい価値を創造し続ける」ことを企業理念としております。

約束を守ることで「信頼の獲得」をし、
企業として「適正な利益の確保」をし、
スタッフには若いエネルギーを思う存分発揮できるよう
「働きやすい職場の提供」の3つの経営方針を軸に、
株主の皆様には、企業理念を実現しつつ、企業価値を還元していきたいと思っております。

代表取締役：森 正文（もり まさぶみ : Mori  Masabumi）
1962年2月生まれ 東京出身
1986年3月 上智大学法学部法律学科卒業
1986年4月 日本生命保険相互会社入社

日本生命の資産配分の企画立案部門、
リーマンブラザーズ投資顧問（ニューヨーク）派遣、
帰国後、日本生命の融資・審査部門に所属

1998年5月 日本生命保険相互会社を退社
1998年7月 株式会社プライムリンク（現、株式会社一休）を設立し、

代表取締役就任、現在に至る
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【企業理念】

企業理念・経営方針

株式会社一休は、社会に役立つ新しい価値を創造し続けます。

【経営方針】

■働きやすい職場の提供

■信頼の獲得

■適正な利益の確保

お客様・投資家からの継続した信頼の獲得を目指し、誠実、親切、共栄に心がけます。

変化する社会環境、事業環境の中で成長を図りながら、企業として安定かつ継続的に発展させるために
適正な利益の確保に努めます。

社員が安心して、伸び伸びと仕事にチャレンジ出来る空間を提供します。
社員が仕事を通し、会社とともに成長出来るような環境の整備に努めます。

経営陣・社員間、社員同士が信頼しあえる職場を作り「企業理念の実現」を目指します。
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「一休.com」のNTT DoCoMo公式サイトにおける運営を開始2004年11月

「一休.com」のau公式サイトにおける運営を開始2005年2月

「一休.com」のVodafone公式サイトにおける運営を開始2005年4月

都市情報映像株式会社への投資を実行2006年1月

ソネット・エムスリー㈱との提携による「QOL君」上でのサービス開始2006年1月

一休会員が100万人突破2005年11月

㈱シニアコミュニケーションとのサイト連携開始2006年4月

郵船トラベル㈱と提携し、国内および海外クルーズ商品の取次業務開始2005年9月

東証マザーズに上場2005年8月

「eオークション」にて高級シティホテルのスイートルーム取扱開始1999年11月

商号を株式会社一休に変更2004年７月

宴会・レストラン会場検索サイト「乾杯.jp」を、
「一休.com」から独立して開始

2003年10月

「eオークション」を「一休オークション」に名称変更2006年4月

「一休.com」を開設、高級ホテルの予約を開始2000年５月

オークションサイト「eオークション」を開始
（電化製品、地域特産品、アンティーク商品などをＢtoＣに限定しサービス開始）

1999年10月

東京都千代田区に株式会社プライムリンクを設立1998年７月

一休オークション

http://www.eac.ne.jp/

一休・ドット・コム

http://www.ikyu.com/

乾杯・ドット・ジェーピー

http://www.kan-pai.jp/

沿革

【会社沿革】

高級ホテル・高級旅館に特化した宿泊予約サイト

宿泊・飲食に特化したオークションサービス

パーティ・セミナー・会議・イベント等の
会場検索を行うサイト

当社サービスを利用するためには会員登録（無料）が必要です。
会員は「一休.com」「eオークション」「乾杯.jp」の３サイトを
共通IDでご利用いただけます。

注記）2006年4月4日に名称変更。（旧「eオークション」）
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一休.comの特色

■対象とする宿泊施設を厳選

■取扱施設１施設当たりの
会員数密度が高い
→集客数の確保に寄与

■高級宿泊施設を取扱うサイトとして
ブランドイメージを確立
→比較的購買力の高い層・高級志向を
持つ層を集客
→高単価な客室の積極的販売が可能

■取扱施設の１施設当たりの
情報の掲載量が豊富

■宿泊プラン数に制限はない
→スタンダードからグレードの高い
客室まで幅広くプラン提供が可能

http://www.ikyu.com/
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高級
ホテル

高級
旅館

一休.com宿泊予約システムの仕組み（ビジネスモデル）

代金は現地で利用者が支払い、
一休.comは手数料を宿泊施設から受け取る

会員
www.ikyu.com

①リアルタイム
客室数・料金登録

②リアルタイム
宿泊予約

③予約完了通知

E-mail
③予約完了通知

E-mail or FAX

④宿泊／料金支払

⑤宿泊実績に応じた
施設からの手数料収入（8％）

チェックアウト時に料金支払

24時間いつでも
インターネットサイトで

24時間いつでも
インターネットサイトで

自動通知システム 自動通知システム

いつでも入力可能いつでも予約可能

登録無料
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利用者・宿泊施設（ホテル・旅館）・一休の三者Win-Win-Win関係

一休.comの強み

会員

高級ホテル・旅館の安心感 高級ブランドイメージを維持

在庫を持たない

便利

お得

安心

低コスト

イメージ

低コスト

即時性 （例）急な団体客のキャンセルにも対応可能

店舗を持たない

低リスク

多様なプランや低料金で利用可能

ホテル・旅館

24時間いつでもPC・携帯から利用
販売数・料金をいつでも変更
登録可能

手数料が安い
大手代理店の半分程度
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ビジネスホテル・
民宿・ペンションなど

高級ホテル
高級旅館

ワンランク上の
安らぎを求める消費者

一休.comのターゲット：
高級シティホテル・高級旅館のみ

他サイトとの差別化

高

低
予算重視（20代～30代中心） 予算にゆとり（30代後半～50代中心）

低単価の宿泊施設

利用者層

参
加
宿
泊
施
設
客
室
単
価

質の高い宿泊施設をゆとりのある会員へ提供するサイト

サイト乱立の時期を経て、施設・ユーザーの
利用は、大手の数サイトに集約されてきている

自社調べ
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一休.com宿泊施設数推移

142
220

319
423

499
39

71

111

151

200

547

281

0

200

400

600

800

00年度末 01年度末 02年度末 03年度末 04年度末 05年度末

旅館
ホテル

合計
181

合計
291

合計
430

合計
574

合計
699

合計

828
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一休.com取扱高・平均単価推移

378 1,487
3,862

16,692

8,752

25,209
¥22,074

¥21,338

¥20,657

¥21,160

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

00年度 01年度 02年度 03年度 04年度 05年度

¥20,000

¥21,000

¥22,000

¥23,000

一休取扱高

平均単価

（注）平均単価は、2002年度以降の数値となります。

単位（百万円）
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スイートルームへの宿泊、レストランでの飲食等、ホテルに特化したオークション
サイトです。ホテルの低稼働日の部屋を低価格で直ちに利用できる即落札システ
ム、希少価値のある日程（クリスマス、花火大会等）の部屋、レストラン等をオーク
ション形式で競い合うプレミアムオークション等、多彩な販売を行っております。な
お、参加施設は「一休.com」と共通です。

http://www.eac.ne.jp/

一休オークション

注記）2006年4月4日から「eオークション」は「一休オークション」として名称変更し、

「一休.com」内のコンテンツとしてサービスを提供しております。
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乾杯.jp

http://www.kan-pai.jp/

パーティーや婚礼、セミナーや会議、イベント等の会場検索を行うサイトです。平成15年10月に「一
休.com」から独立しております。会員が、イベント等の概要（利用目的、人数、地域、予算等）の入力と、
見積りを希望する施設の選択を「乾杯.jp」で行うことにより、選択された複数の施設に対し当社から一
斉にイベント等の情報提供をいたします。この情報を受け、各施設が会員に個々に見積りを提出し、
成約した場合、施設から手数料をいただくものです。会員は複数の施設に問い合わせる手間が省け、
最適な施設を選択することができます。一方、施設側も利用者拡大に役立ちます。
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BtoC
インターネット経由

旅行市場規模
4,740億円

電子商取引化率 3.4％

BtoC
インターネット経由

旅行市場規模
6,610億円

電子商取引化率 4.7％

0.40%
0.86%

3.41%

4.66%

1.90%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%

5.00%

2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

インターネット旅行市場規模

※「平成16年度電子商取引に関する実態・市場規模調査」
経済産業省・ECOM・NTTデータ経営研究所 より

旅行市場 BtoC EC化率推移

2004年調査2003年調査 39.5％増
2003年から2004年にかけて

BtoCは、宿泊費・交通費・定額会費を含む家計からの支出

一休.com取扱高
167億円

（全体の2.5％）

2005年3月期（自社実績）

一休.com取扱高
88億円

（全体の1.9％）

2004年3月期（自社実績）

89.8％増
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0
200
400
600
800

1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

売上高 133 325 701 1,241 1,871 
経常利益又は経常損失 38 154 402 726 1,177 
純利益又は純損失 38 116 221 435 696 
売上高経常利益率 28.6% 47.3% 57.4% 58.5% 62.9%

01年度 02年度 03年度 04年度 05年度

通期利益の推移

単位（百万円）

142103 58 30 18 うち広告宣伝費

316269 194 102 50 うち人件費

686514 310 170 96 営業費用

非連結
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ありがとうございました。
株式会社一休

「一休み」は「 」で
http://www.ikyu.com/

当社のWeb上でのIR情報は、以下のURLをご参照ください。
http://www.ikyu.co.jp/

ir_info@ikyu.comメール問合せ先


