
010_0797301302703.indd   2 2015/03/07   1:08:05



トップインタビュー

た結果を招いた最大の要因は、住宅流通市場の冷え込
みです。消費税率引き上げを機に新築マンションの供給
が一時的に落ち込むことは予想していましたが、その後
の供給回復が我々の想定よりも大幅に遅れ、中古物件
の取引も低迷しました。さらに、こうした市場動向を受け
て当社サイトへの広告出稿も減少しました。
　消費税率引き上げという、市場にきわめて大きなイン
パクトを与える事象が起き、その後の環境変化に迅速に

3ヵ年計画“VISION 2017”を策定。
これを基盤に2020年に売上高
100億円達成を目指します。
代表取締役社長 兼 CEO
井端  純一

　2014年12月期の経営成績は誠に遺憾ながら当初予
想を大幅に下回り、売上高は前期比5.8%減、営業損失
は8,470万円と非常に厳しい結果となりました。こうし

【2014年12月期の経営成績について】

住宅マーケットの冷え込みが
予想以上に長引き、
減収減益を余儀なくされました。
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業 績 ハ イ ラ イ ト

第9期
2011.12

第10期
2012.12

第11期
2013.12

第12期
2014.12

1,195
1,399

1,629 1,534

売上高 （百万円）

59

225 246

△85

第9期
2011.12

第10期
2012.12

第11期
2013.12

第12期
2014.12

経常利益 （百万円）

△128
28

120
145

第9期
2011.12

第10期
2012.12

第11期
2013.12

第12期
2014.12

当期純利益 （百万円）

686 807

1,328

第9期
2011.12

第10期
2012.12

第11期
2013.12

第12期
2014.12

1,101
1,017

415 537
830

総資産・純資産 （百万円）

■総資産
■純資産

対応できなかったことを、深く反省しています。その背景
には、マザーズ上場という一つの節目を乗り越えたこと
で、いつの間にか私自身を含め社内全体に「気の緩み」
があったかもしれません。再び創業直後のような活気と
緊張感に満ちた雰囲気を取り戻すため、私が陣頭指揮を
執りながら社内の意識改革を徹底していきます。
　厳しい1年ではありましたが、期中には今後につなが
る成果も多く上がっています。主力の住宅・不動産関連
ポータル事業では、新築、中古、賃貸の各スマートフォン
サイトを大幅にリニューアルしたほか、中古、賃貸のPC
サイトも刷新しました。また、近年成長を続けているイン
ターネット広告代理事業では、クライアント数、1社当た
りの平均単価ともに前年を上回り、前期比37.7％の増
収を達成しています。

　当社はこのほど、東京オリンピックが開催される2020
年までに売上高100億円規模の企業への飛躍を目指し、
経営目標を定めました。それに伴って2020年までの6
年 間を3年ず つ2つのフェーズ に分 け、第1フェーズ

（ 2015年～2017年）の3カ年計画“VISION 2017”
を策定しました。この3年間は100億円の実現に向け、
確実な事業基盤を形成するためのフェーズと位置付けて
おり、2016年12月期には売上高25億円規模、2017
年12月期には40億円規模の達成を目指します。

【中期成長戦略について】

今後3年間は堅固な事業基盤の
形成に注力、2020年には
売上規模100億円の達成を目指します。
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第13期（予想）
2015.12

第12期
2014.12

既存事業 収益基盤の確立 成長戦略第2段階へ向けた売上成長 2020年に向けた売上拡大へ

既存事業に並ぶ収益事業へ事業育成 確実な収益化売上拡大新規事業

第11期
2013.12

第14期（予想）
2016.12

第15期（予想）
2017.12

第16期（予想）
2018.12

第17期（予想）
2019.12

第18期（予想）
2020.12

16.29億円 15.34億円 16.08億円
25億円

41億円

100億円

第2フェーズ第1フェーズ VISION 2017

基盤固め
V字回復の達成

東京オリンピック開催

事業拡大
更なる成長段階更なる成長段階

中期成長戦略“VISION 2017”
成長戦略を2段階で設定。
第1フェーズである“VISION 2017”で成長の基礎
を固め、2020年に向けた成長目標を確実に達成。
売上規模100億円を目指す。

　次に、具体的な戦略を説明したいと思います。住宅・
不動産関連ポータル事業においては、当社の原点である
中古サイトの成長に重点を置きます。ユーザーにとって
利便性の高い新機能を積極的に付加し、中古分野にお
ける圧倒的なNo.1サイトを目指します。もちろん、コン
テンツの強化やユーザビリティーの改善など、サイトバリ
ューを上げるための地道な努力も継続していきます。同
時に、今後は、賃貸サイトの顧客を、中古・新築サイトへ
将来の購買層として囲い込んでいく戦略も展開していき
ます。一方、インターネット広告代理事業に関しては、全
国規模の顧客開拓を図るための人材育成を急ぐほか、

住生活関連分野で新規事業にも積極的に取り組んでい
きたいと考えています。 

　“VISION 2017”の初年度となる2015年12月期に
ついては、事業構造の転換期と位置付け、次の成長につ
ながる投資などに重点を置く考えです。このため、収益
計 画については、売 上 高16億800万 円、営 業 利 益

【2015年12月期の事業計画について】

成長への布石を打つ1年と位置付け、
新サービスのリリースや
人材育成などに注力します。
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｢	利便性の高い新機能を積極的に付加し、
圧倒的にサイトバリューを上げることで、
“中古ならオウチーノ”との地位を	
さらに盤石なものにしていきます。｣

2,000万円と、かなり保守的に設定しました。
　期中の主な取り組みとしては、新サービスのリリース
をいくつか計画しています。例えば、日本国内だけでは
なく、海外の不動産にフォーカスしたサービスにも積極的
に取り組んでいきます。また、システムへの投資など今
後の成長に向けたサイトの整備にも力を入れる方針です。

　2014年12月期は当初計画を大幅に下回る経営成績
となりましたが、こうした逆境を乗り越えることこそが我々
経営陣の役目であり、2015年12月期以降は、新たに策

定した中期成長戦略に基づき、巻き返しに全力を尽くして
まいります。
　少子高齢化の進展に伴い増加し続ける空き家対策の
観点からも、私たちは2020年に向けてスピーディに循
環型社会の基盤を構築していく必要があると考えていま
す。他の先進諸国に比べて、中古住宅をはじめ、わが国
の住宅流通市場に関する情報開示の絶対量はまだまだ
十分とは言えません。中期成長戦略の遂行を通じて、オ
ウチーノを活用して頂くユーザーや次世代が安心して住
まい探しができるよう、住宅流通市場における情報の質
と透明性の確保に貢献していきます。
　役職員一同、ハードワークで“VISION 2017”の実現
に取り組みます。株主の皆様におかれましては、引き続き
ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

【株主の皆様へ】

中期成長戦略の確実な実行を通じて
住宅流通市場における情報の質と
透明性の確保に貢献します。
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当期の主なニュースを
ご紹介します!

詳細はWebサイトをご覧ください!O-uccino
News オウチーノ

ニュース 住まいのことを気軽に相談できる
住まい探しとリノベーションの相談窓口
｢住まいソムリエ｣がオープン！

2014.8

　2014年8月に、住まい探しとリノベー
ションの相談窓口、｢住まいソムリエ｣を
オープンしました。お客様のニーズに応
じたお得な住まいの選び方はもちろん、
住まいの売却やリフォーム、資金計画の
ご相談まで、オウチーノのWebサイト運
営で培ったノウハウを活かして、専任の
スタッフ（住まいソムリエ）がアドバイスをしています。
　現在、東京本社に併設された汐留サテライト店、品川区の戸
越銀座店の2店舗を展開中です。店舗で直接お会いしてのご
相談に加え、お電話でのお問合せも可能ですので、お気軽にご
利用ください。 

住まいのお役立ちコンテンツ
「オウチーノdeヨムーノ」がオープン！

2014.12

　住まい探しや暮らしに役立つ多彩なコンテンツ「オウチーノ
deヨムーノ」がオープンしました。マンション・一戸建てのメリ
ット・デメリットから、相続税、住宅ローン、敷金・礼金の基本、
といった住まいにまつわるお金の問題、人気エリアのランキン

グ、ワケアリ物件の
実態まで、オウチーノ
編集部が厳選した住
まいのお役立ち情報
を毎日お届けします。 

海外不動産の投資セミナーを開始！
2014.8

　日本のデベロッパーが企画･監修した海外投資物件をご紹
介するセミナーを、2014年8月より開始しました。今後、大
幅な経済成長が見込める新興国での不動産投資に関する内
容を中心に、東京本社のセミナールームにて、ほぼ毎週セミ
ナーを実施しています。本セミナーは有力ビジネス誌でも取
り上げられ、各方面から
注 目 を 集 め て い ま す。
2015年はセミナーの回
数を増やし、大阪、名古
屋、福岡などでも積極的
に展開していく予定です。

　オウチーノスマートフォンサイトがフ
ルリニューアルしました（2014年8月
に賃貸サイト、9月に新築サイト、12月
に中古サイトをリニューアル！）。
　ボタンを押す、スワイプをする、拡大
縮小をするなど、タッチパネル端末特
有の動きに対応し、操作や物件選びが
しやすいデザインを実現しました。ぜ
ひ実際にご利用になり、その使いやす
さを実感してみてください。 

2014.12

オウチーノスマートフォンサイトが
リニューアル！
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社 名 株式会社オウチーノ
設 立 2003年4月
資本金 3億9,380万8,150円
本社所在地 〒105-0021

東京都港区東新橋2-14-1
コモディオ汐留

上場証券取引所 東京証券取引所マザーズ
従業員数 80名

会社概要 

発行可能株式総数 4,400,000株
発行済株式の総数 1,186,100株（自己株式100,000株を除く）

株主数 1,100名

株式情報�

個人・その他 870,490株 67.68%

●自己名義株式 100,000株 7.78%

●金融機関 38,300株 2.98%

●証券会社 99,610株 7.74%
●外国法人等 48,500株 3.77%

●その他法人 129,200株 10.05%

所有者別株式分布状況�

代表取締役社長 井端　純一
取　締　役 竹内　徳
取　締　役 村田　吉隆
常勤監査役 田丸　正敏 
監　査　役 飯島　一郎 
監　査　役 永井　正孝

役　員（2015年3月26日現在）

会社データ（2014年12月31日現在）

株 主 メ モ

事業年度 1月1日から12月31日まで

期末配当金受領株主確定日 12月31日

中間配当金受領株主確定日 6月30日

定時株主総会 3月中

1単元の株式数 100株

証券コード 6084

株主名簿管理人及び
特別口座管理機関

三井住友信託銀行株式会社

同連絡先 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
〒100-8233 東京都千代田区丸の内1-4-1
フリーダイヤル0120-782-031

公告方法 電子公告により行います。ただし、事故そ
の他やむを得ない事由により電子公告によ
る公告をすることができないときには、日
本経済新聞に掲載するものとします。

各種お手続きにつきまして
住所変更、単元未満株式の買取等のお申出先について株主様の口座のある証券会社にお申出ください。なお、証券会社に口座がないため特別口
座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

大株主 
株主名 持株数（株） 持株比率（％）

井端 純一 288,200 24.3
デジタル・アドバタイジング・
コンソーシアム株式会社 80,000 6.7

日本証券金融株式会社 38,300 3.2
株式会社アイビス・キャピタル・パートナーズ 29,800 2.5
株式会社ＳＢＩ証券 28,800 2.4
(注) 当社は、自己株式100,000株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。

また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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ユニバーサルデザイン
（UD）の考えに基づいた
見やすいデザインの文字
を採用しています。

この冊子は環境保全のため、植
物油インキを使用しています。〒105-0021　東京都港区東新橋2-14-1 コモディオ汐留

株式会社オウチーノ

「オウチーノ」では一般消費者（不動産購入希望者、入居希望者、リフォーム希望者等）向けにクライアントが保有する売買物件、 
賃貸物件等、不動産情報のほか、リフォーム会社情報や建築家情報等を無料で閲覧できるサービスを提供しています。クライア
ント（不動産会社、工務店、建築家、リフォーム会社等）向けにはインターネット上で管理画面を提供し、不動産物件情報を入力
すると「オウチーノ」へ物件が掲載され、当社は物件数に応じた掲載料金をクライアントから得ています。

オ ウ チ ー ノ ビの ジ ネ ス モ デ ル

不動産情報の掲載
会社情報の掲載
事例の掲載など

お問合せ・
資料請求

取次・
運用サービス

広告掲載料
利用料など

ユーザー 一般消費者

クライアント 大手不動産会社、デベロッパー 不動産仲介会社 リフォーム会社、工務店、建築家など その他企業

出版社などメディア関連企業
掲載料

雑誌など発行

広告料広告仕入れ

検索連動型広告など配信
ヤフー、グーグルなど

不動産情報の提供
会社情報の提供
事例の提供など

お問合せ・
資料請求

住宅・不動産関連ポータル事業

広告代理事業

株式会社オウチーノ

2004年に運営を開始した、新築住宅情報の総合検索
サイトです。全国の新築マンション・新築一戸建て・
土地の物件情報のほか、住まいに関する最新のトピッ
クスを提供。最新の金利情報や住宅購入ノウハウなど
お役立ち情報も豊富です。

『O-uccino新築サイト』

『リフォームO-uccino』
独自基準で厳選した優良なリフォーム会社、工務店など
の施工会社を無料でご紹介する安心のリフォーム会社検
索サイトです。リフォーム・リノベーション事例・施工事
例集や、失敗しないリフォームノウハウなど、住まい全
般のリフォームに役立つ情報も豊富に掲載しています。

リ
フ
ォ
モ

全国の賃貸物件・不動産がラクラク探せる、賃貸専門
サイトです。日本全国の賃貸マンション、アパート、
一戸建てを検索できるほか、お部屋探しや一人暮らし
をサポートするコンテンツを充実させています。

『O-uccino賃貸サイト』

キ
ャ
リ
ー
ち

ゃん

『建築家O-uccino』
あなたと建築家を結び、理想の住まいづくりをサポート
します。注文住宅やリフォームの作品事例に加え、エリ
ア、建築家の人柄や趣味などから、自分にピッタリの建
築家を探せます。また、Webサイト上で住まいに関す
る相談をすべて無料で行えます。

インターネット広告を中心とした広
告の取次及び運用サービスを、住
宅・不動産関連の業界だけでなく幅
広い業界に対し提供しています。

ピ
ラ
ミ
ドス

『O-uccino中古サイト』
日本初の中古住宅専門サイトとして2008年にスタート。
全国の不動産会社から情報提供を受け、掲載物件（中古
マンション・中古一戸建て）の数は日本最大級。不透明
だった中古物件市場に新しいモノサシを提供するため、
資産価値を意識した物件検索機能を充実させています。

ゲ
ー
テ
くん
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