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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第14期
第３四半期
連結累計期間

第14期
第３四半期
連結会計期間

第13期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日

自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (千円) 6,409,018 2,276,358 7,433,038

経常利益 (千円) 657,696 167,463 1,253,243

四半期(当期)純利益 (千円) 215,990 5,267 406,589

純資産額 (千円) ― 5,520,753 5,553,918

総資産額 (千円) ― 6,961,268 7,153,042

１株当たり純資産額 (円) ― 30,662.06 59,342.79

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 1,170.72 28.77 4,406.00

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 1,155.35 28.47 4,311.69

自己資本比率 (％) ― 78.4 76.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 312,993 ― 1,363,429

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △657,561 ― △921,486

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △238,542 ― 5,185

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 3,997,625 4,580,736

従業員数 (名) ― 435 358

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　平成20年４月１日付にて株式１株を２株に分割しております。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の子会社３社）において営まれてい

る事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

なお、当第３四半期連結会計期間において、連結子会社である株式会社ネクストフィナンシャルサービス

の第三者割当増資を当社が全額引受け、同社の資本金が当社の資本金の100分の10以上に相当することに

なったため、特定子会社に該当することとなりました。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名)
435
〔95〕

(注) １　従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向

者を含む)であります。

２　臨時従業員数は〔 〕に、当第３四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名)
363
〔73〕

(注) １　従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)であります。

２　臨時従業員数は〔 〕に、当第３四半期会計期間の平均人員を外数で記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社グループは不動産ポータル事業を主たる事業として行っており、同事業、地域コミュニティ事業及

び賃貸保証事業においては生産に該当する事項はありませんが、その他事業における当第３四半期連結

会計期間の生産実績を示すと、次のとおりであります。
　

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円)

その他事業 16,288

(注) １　生産高はその他事業におけるWebシステム開発受託にかかわるものです。
２　金額は、総製造費用によっております。
３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当第３四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

その他事業 30,179 3,810

(注) １　受注高及び受注残高はその他事業におけるWebシステム開発受託にかかわるものです。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円)

不動産ポータル事業 2,086,968

地域コミュニティ事業 7,440

賃貸保証事業 74,346

その他事業 108,053

合計 2,276,808

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しておりません。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中における将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会

社)が判断したものであります。

　

(1) 経営成績の分析

　当第３四半期連結会計期間（以下、当第３四半期）の売上高は2,276,358千円（前年同四半期連結会

計期間比、以下「前年同期比」22.9％増）となったものの、「ブランディング力」、「営業力」の強化の

為の戦略的投資を行ったことによる広告宣伝費及び人件費の増大に伴い、経常利益は167,463千円（前年

同期比43.8％減）となり、加えて平成21年2月10日の取締役会において不動産インターネットオークショ

ン（「HOME’Sオークション」）サービスの終了を決議したことにより、サービス終了に伴う特別損失

60,070千円等を計上したこと等から、四半期純利益は5,267千円（前年同期比96.2％減）となりました。 

　

なお、当第３四半期における事業の種類別セグメント毎の売上高及び営業損益は、以下のとおりであり

ます。

事業の種類別セグメントの名称 売上高(千円) 営業損益(千円)

不動産ポータル事業 2,086,968 388,787

地域コミュニティ事業 7,440 △77,993

賃貸保証事業 74,346 △106,362

その他 108,053 △15,334

合計 2,276,808 189,097

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しておりません。

２　前連結会計年度まで区分表示しておりました「広告代理事業」は『HOME'S』の事業展開を行うにあたり派生

的に発生した事業であり、全事業に対する金額の重要性が乏しくなったため、当第３四半期連結累計期間よ

り、「その他事業」に含めることといたしました。

　

①不動産ポータル事業

不動産ポータル事業につきましては、当第３四半期累計期間より「『HOME'S』の圧倒的NO.1戦略」
を実現すべく事業活動を行っております。具体的には『HOME'S』の知名度・ブランド力強化のため、
TVCMや交通広告を含めた広告宣伝活動を積極的に行い、「HOME'S賃貸・不動産売買」の加盟店の新規
獲得数の増加ペースを加速させるため、営業人員を増加し、日本全国で地域密着型の営業を展開してい
きます。

　

当第３四半期においては、ユーザー・クライアント双方の満足度向上のために、以下のようなサイト
ユーザビリティの強化や新サービスの提供を行ってまいりました。

平成20年10月　・携帯電話向け公式サイト「ケータイHOME'S」を全面リニューアル 
　　　　　　　・「HOME'S」と「Lococom」のサービス連動開始 
平成20年11月　・賃貸HOME'S、「Googleマップ ストリートビュー」への対応を開始 
平成20年12月　・『HOME'S』グループサイトの入り口となるポータルサイトページをリニュー
　　　　　　　　アル 
　　　　　　　・「HOME'S賃貸」を全面リニューアル 
　　　　　　　・「HOME'S不動産売買」において売却査定サービス「マンション売却・マンシ
　　　　　　　　ョン査定」開始 
 
また、日本全国の広範囲にわたり『HOME'S』のTVCMの放送開始やラジオCM、交通広告などを継続的に
行うなど、『HOME'S』のブランディング強化を積極的に行ったことにより、ページビューや加盟店数は
堅調に推移いたしました。

　

当社の主力サービスである「HOME'S賃貸・不動産売買」（当第３四半期における連結売上高構成比
65.7%）の売上高は加盟店数×加盟店当たり売上高にて構成されており、これらが重要な指標となって
おります。
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加盟店数における当第２四半期末との比較では
当第２四半期末加盟店数　　　　　　　8,885会員（平成20年９月末日現在）
当第３四半期末加盟店数　　　　　　　9,434会員（平成20年12月末日現在）
となり、当第３四半期を通じて加盟店数が549件増加したことにより、過去最高の加盟店数となりま
した。
加盟店当たり売上高につきましては、平成20年12月で54,447円となり、平成20年９月の53,983円と比
べ、464円増加となりました。

　

以上の結果、当第３四半期の不動産ポータル事業の売上高は2,086,968千円、営業利益は388,787千円
となりました。
 

　

なお、平成20年12月までの不動産ポータル事業を主に構成する「HOME'S賃貸・不動産売買」及び、
「HOME'S新築分譲マンション」（当第３四半期における連結売上高構成比12.3%）の業績推移につき
ましては以下のとおりとなっております。

　

※ 当期（平成21年３月期）より、ページビューの集計方法を変更しております。前期との比較がで
きないため、前期の数字は灰色の網掛けにて表示しております。ページビューや各サイトの利用者数の
傾向値に大きな変化はございません。

　

a)　「HOME'S賃貸・不動産売買」の業績推移

「HOME'S賃貸・不動産売買」加盟店数 （単位：店舗）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成19年
３月期

7,8497,9638,0288,0788,0917,9747,1267,2347,3847,4187,5797,733

平成20年
３月期

7,7867,8247,7597,9578,0558,1208,1128,2348,4098,5298,6598,761

平成21年
３月期

8,6908,6658,7618,7098,7718,8859,0599,2059,434 － － －

「HOME'S賃貸・不動産売買」掲載物件数 （単位：千件）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成19年
３月期

1,7011,7081,6861,5151,5771,2971,031 942 946 1,0171,0381,006

平成20年
３月期

1,040 997 935 962 957 972 969 980 1,0071,0501,0581,006

平成21年
３月期

1,001 972 1,012 993 1,0201,0341,0561,0701,133 － － －

「HOME'S賃貸・不動産売買」総ページビュー数（単位：千ページビュー）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成19年
３月期

73,99284,70375,96672,31773,60882,90495,35592,04886,198104,107100,790104,362

平成20年
３月期

97,72895,01191,01191,96191,29594,84198,945111,970119,168165,507151,349154,071

平成21年
３月期

89,53391,08087,15581,57792,62696,878100,76392,75199,871 － － －

※ 当第３四半期連結累計期間より、ページビューの集計方法を変更しております。前期との比較ができないため、前期以前の数字は灰色
の網掛けにて表示しております。ページビューや各サイトの利用者数の傾向値に大きな変化はございません。なお、平成21年３月期12
月度のページビューは、従来の集計方法の場合は「138,099千」ページビューとなります。

「HOME'S賃貸・不動産売買」売上高 （単位：千円）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成19年
３月期

183,494185,936184,777195,743203,886207,583310,340311,778323,326330,347346,917355,956

平成20年
３月期

357,312358,801403,967413,006417,597420,292424,146426,624436,746464,242480,545487,205

平成21年
３月期

455,783449,846455,436459,168466,583479,643491,922500,968513,653－ － －
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「HOME'S賃貸・不動産売買」加盟店当たり売上高（単位：円）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成19年
３月期

23,37823,34923,01624,23125,19926,03243,55043,09843,78744,53345,77346,030

平成20年
３月期

45,89145,85952,06451,90451,84351,76052,28651,81251,93754,43155,49655,610

平成21年
３月期

52,44951,91551,98452,72353,19653,98354,30254,42354,447 － － －

b)　「HOME'S新築分譲マンション」の業績推移
「HOME'S新築分譲マンション」　掲載物件数 （単位：件）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成19年
３月期

2,4451,8131,9262,0412,2182,2112,2752,3512,4092,3982,4012,491

平成20年
３月期

2,5792,4362,5602,4722,4742,4432,4312,3592,4282,2762,3192,256

平成21年
３月期

2,2532,2402,2852,3622,3392,3382,3692,3092,265 － － －

「HOME'S新築分譲マンション」　総ページビュー数（単位：千ページビュー）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成19年
３月期

5,4735,1574,6334,5564,5624,8375,0544,9416,2386,6247,3418,171

平成20年
３月期

8,43010,9818,7849,1549,33911,0239,44910,17611,46015,35014,09314,214

平成21年
３月期

5,5995,8295,5115,5595,8835,9314,7144,0373,706 － － －

※ 当第３四半期連結累計期間より、ページビューの集計方法を変更しております。前期との比較ができないため、前期以前の数字は灰色
の網掛けにて表示しております。ページビューや各サイトの利用者数の傾向値に大きな変化はございません。なお、平成21年３月期12
月度のページビューは、従来の集計方法の場合は「13,206千」ページビューとなります。

「HOME'S新築分譲マンション」　売上高 （単位：千円）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成19年
３月期

55,26960,84060,63754,71755,50176,36265,18370,65370,90869,74775,15283,503

平成20年
３月期

76,31794,34286,32685,86185,22698,66881,60887,35980,83680,37789,142103,177

平成21年
３月期

82,62196,94691,23893,21094,145112,22694,44196,36190,154 － － －

　

②地域コミュニティ事業

当社が運営する地域コミュニティサイト「Lococom(ロココム)」の、会員数は当第３四半期を通じて
４万人以上増加し、平成20年12月末では43万人を突破いたしました。 
当サービスにおきましては、メディア価値向上の為に、より生活に密着した機能の拡充や、暮らしの
情報提供サービスの強化及びユーザビリティ向上の為以下の施策を行ってまいりました。 

平成20年10月　・地域密着型集客販促ツール「Webチラシ」のサービス提供開始 
　　　　　　　・大幅なリニューアルを行い、HOME'Sとの連動を開始 
平成20年11月　・株式会社アイーダと提携し同社が運営する地域観光情報サイト「チキタビ」
　　　　　　　　との連動開始 
しかしながら、上記の施策を積極的に行ってきたものの、広告収入の獲得は低迷し、その結果、当第３
四半期の地域コミュニティ事業の売上高は7,440千円、営業損失は77,993千円となりました。 

　

③賃貸保証事業

当社の完全子会社である株式会社ネクストフィナンシャルサービスが行っている賃貸保証事業は、
平成19年９月１日に事業譲受により事業を開始いたしました。当第３四半期においては、平成20年９月
には同事業における業界最大手の企業が破綻した影響もあり、同社を利用していた一定以上の管理戸
数を有する大手・中堅賃貸不動産管理会社からの受注が増加し、売上高及びクライアント数は順調に
増加いたしました。
しかしながら、売上高や契約件数の増加により、ユーザーの滞納家賃の肩代わりである立替金増加に
応じた貸倒引当金の増加や、賃貸保証サービスに関わる将来の損失に備える為の保証履行引当金が増
加したことや、営業人員の増加やコンプライアンスを遵守した債権回収の強化をすべく、外部委託して
いた審査・回収業務の内製化へ移行する際に、外注費と人件費の二重コストが発生したことにより、営
業損失が拡大いたしました。
また、業容拡大に伴い、今後のシステム投資や運転資金の増加を見込み、財務体質の強化を図ること
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を目的に平成20年10月に当社を割当先とする３億円の増資を行いました。

　

以上の結果、当第３四半期の賃貸保証事業の売上高は74,346千円、営業損失は106,362千円となりま
した。

　

④その他事業

その他事業は、『HOME'S』の派生事業（損害保険代理店事業、レンタルサーバー、システム開発・Web
制作事業、引越し見積もり）、広告代理事業、当社の完全子会社である株式会社レンターズのレンター
ズネットサービス等で構成されております。 
同事業の売上高比率48.5%を占めるレンターズネットにおいては同サービスの稼動店舗数増加の伸
びはやや緩やかであるものの、堅調に推移いたしました。

　

以上の結果、当第３四半期のその他事業の売上高は108,053千円、営業損失は15,334千円となりまし
た。

　

(2) 財政状態の分析

（流動資産）

当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は5,158,081千円となり、前四半期連結会計期
間末に比べ541,592千円減少しております。主な減少要因は、現金及び預金の減少565,941千円でありま
す。

　

（固定資産）

当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は1,803,187千円となり、前四半期連結会計期
間末に比べ190,455千円増加しております。主な増加要因は、敷金保証金等の増加による投資その他の
資産合計の増加215,043千円であります。

　

以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の資産合計は6,961,268千円となり、前四半期連結会計期
間末に比べ351,137千円減少しております。

　

（流動負債）

当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は1,433,951千円となり、前四半期連結会計期
間末に比べ115,839千円減少しております。これは、未払法人税等の減少219,093千円、前受金の増加等
によるその他(流動負債)の増加113,491千円、サービス終了損失引当金の増加60,070千円等によるもの
であります。

　

（固定負債）

当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は6,564千円となり、前四半期連結会計期間末
に比べ577千円減少しております。これは、繰延税金負債が577千円減少したことによります。

　

以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の負債合計は1,440,515千円となり、前四半期連結会計期
間末に比べ116,416千円減少しております。

　

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は5,520,753千円となり、前四半期連結会計期間
末に比べ234,720千円減少しております。主な減少要因は、自己株式取得による減少240,626千円であり
ます。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、564,565千円減少
し、3,997,625千円となりました。
なお、当第３四半期連結累計期間における資金は、583,110千円の減少となっております。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
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当第３四半期連結会計期間における営業活動の結果減少した資金は、22,662千円となりました。主な
増加要因は、税金等調整前四半期純利益が109,555千円となったことや、減価償却費98,505千円及び
サービス終了損失引当金の増加60,070千円等であります。主な減少要因は、未払金の減少63,600千円や
法人税等の支払額344,540千円であります。
なお、当第３四半期連結累計期間では、前受金の増加等により312,993千円の増加となっております。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間における投資活動の結果減少した資金は、303,228千円となりました。主
な減少要因は、ソフトウェア等の無形固定資産の取得77,889千円、保証金の払込による支出192,719千
円等によるものであります。
なお、当第３四半期連結累計期間では、無形固定資産の取得等により657,561千円の減少となってお
ります。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間における財務活動の結果減少した資金は、238,675千円となりました。主
な減少要因は、自己株式の取得による資金の減少240,626千円であります。
なお、当第３四半期連結累計期間では、238,542千円の減少となっております。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当連結会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。

　

(5) 研究開発活動

当第３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は3,541千円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、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

当第３四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設等につい

て完了したものは次のとおりであります。

(新設)

地域コミュニティ事業において、前連結会計年度末に計画しておりました当社の事業用Webシステム

開発の新設は、平成20年10月に完了いたしました。

前連結会計年度末に計画しておりました社内業務用システム開発の新設は、平成20年10月に完了い

たしました。

　

また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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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】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 584,088

計 584,088

　

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年２月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 185,769 185,777
東京証券取引所
(マザーズ)

株主としての権利内容に制限
のない標準となる株式
（単元株制度を採用しており
ません。）

計 185,769 185,777 ― ―

(注）１　第３四半期会計期間末から提出日現在までの発行数の増加は、平成21年１月１日から平成21年１月31日までの

新株予約権の行使に伴う新株発行（８株）によるものであります。

２　提出日現在の発行数には、平成21年２月１日から当四半期報告書提出日までの新株予約権の行使(旧商法に基

づき発行された新株引受権の権利行使を含む。)により発行された株式数は、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 旧商法第280ノ19の規定に基づく新株引受権(ストックオプション)に関する事項は、次のとお　　　　

　りであります。

(イ)臨時株主総会の特別決議(平成12年７月29日)

第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数(個) ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

（株主としての権利内容に制限のない標準となる株式で
あり、単元株制度は採用しておりません。）

新株予約権の目的となる株式の数(株)
(注)１、２、４

1,245

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)３、４ １株当たり1,439

新株予約権の行使期間 平成12年８月１日から平成22年７月29日まで

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)４

発行価格　　 1,439
資本組入額　 　720

新株予約権の行使の条件

新株引受権の付与を受けた者が当社の取締役又は使用
人で無くなった場合は、直ちに新株引受権を喪失する。
その他の条件については、株主総会決議及び取締役会
決議に基づき、当社と対象取締役・使用人との間で締
結する新株引受権付与契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株引受権を譲渡、又はこれに担保権を設定すること
はできないものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株引受権の目的となる株式の数は、臨時株主総会の特別決議における新株発行予定数から、退職等により権

利を喪失した者の新株引受権の目的となる株式の数を減じております。

２  当社が株式分割等により、上記の発行価額を下回る払込価額で新株を発行する時は次の計算式により調整さ

れる。なお、調整前発行価額は(注３)の調整式(コンバージョン・プライス方式)による調整前の発行価額を意

味し、調整後発行価額は、同調整式による調整後の発行価額を意味する。

　　　　　調整後新株数　 ＝
　調整前新株数　×　調整前発行価額

　　　　調整後発行価額

３　当社が株式分割等によりこの発行価額を下回る価額による新株の発行を行う場合は、次の算定(コンバージョ

ン・プライス方式)により調整される。調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　　　　　調整後発行価額　＝
 

　既発行　×　 調整前　＋ 新発行　×　１株当り
　株式数　　　発行価額　　株式数　　　払込金額

　　　　 既発行株式数　＋　新発行株式数

４　平成20年２月22日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成20年４月１日付をもって普通株式１株を２株に分

割したことにより、新株引受権の目的となる株式の数、新株引受権の行使時の払込金額及び新株引受権の行使

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が調整されております。
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② 平成13年改正旧商法第280条ノ20、第280条ノ21及び第280条ノ27の規定に基づき発行した新株予　

　約権は、次のとおりであります。

(イ)臨時株主総会の特別決議(平成15年４月23日)

第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数(個)(注)１ 445

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

（株主としての権利内容に制限のない標準となる株式で
あり、単元株制度は採用しておりません。）

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)１、２、４ 890

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)３、４ １株当たり7,500

新株予約権の行使期間
平成17年７月１日から
平成27年６月30日まで

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)４

発行価格　　7,500
資本組入額　3,750

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約
権者」という）のうち当社の取締役、監査役、従業
員は権利行使時においても当社の取締役、監査役、
従業員の地位にあることを要するものとする。ただ
し、任期満了による退任、定年退職、会社都合により
その地位を失った場合等、正当な理由があると取締
役会が認めた場合はこの限りではない。

② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続
を認めないものとする。

③ その他の条件については、株主総会決議及び新株予
約権発行にかかる取締役会決議に基づき、別途当社
と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割
当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する
ものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １  新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会の特別決議における新株予約権の発

行予定数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。

２　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、か

かる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についての

み行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率　　

３　本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された１株当たり払込み金額（以

下、行使価額という）に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。なお、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。

  ① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合

　　　　　調整後行使価額　＝　調整前行使価額　×
　　　　　　　　　１

　　　　　分割・併合の比率

  ② 当社が時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権（新株予約権付社債も含む）の行使による場合及び当

社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。）する場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己

株式を処分する場合（以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の１株当たり払込金

額は１株当たり処分価額と読み替えるものとする。）

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

　　　　　調整後行使価額 　＝　調整前行使価額 ×
　　　　調整前行使価額

既発行株式数＋新規発行株式数
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４　平成20年２月22日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成20年４月１日付をもって普通株式１株を２株に分

割したことにより、新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株から２株に調整されております。そのた

め、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び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が調整されております。
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(ロ)臨時株主総会の特別決議(平成17年３月30日)

第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数(個)(注)１ 347

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

（株主としての権利内容に制限のない標準となる株式で
あり、単元株制度は採用しておりません。）

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)１、２、５ 694

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)３、５ １株当たり33,250

新株予約権の行使期間
平成19年３月31日から
平成27年３月23日まで

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)５

発行価格　　33,250
資本組入額　16,625

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約
権者」という)は権利行使時においても当社の取締
役、監査役、従業員の地位にあることを要するもの
とする。
ただし任期満了による退任、定年退職、会社都合に
よりその地位を失った場合等、正当な理由があると
取締役会が認めた場合はこの限りではない。

② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続
を認めないものとする。

③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役
会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で
締結する「新株予約権割当契約」に定めるところ
による。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する
ものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―（注)４

(注) １　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会の特別決議における新株予約権の発行

予定数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。

２　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、か

かる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についての

み行われ、調整の結果100分の１の整数倍未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３　本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された１株当たり行使価額に各新

株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。なお、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合

　　　　  調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額　×
　　　　　　　　　１

　　　　　分割・併合の比率

　② 当社が時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の

普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を

処分する場合(以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の１株当たり払込金額は１

株当たり処分価額と読み替えるものとする。)

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

　　　  　調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
　　　　調整前行使価額

既発行株式数＋新規発行株式数

③ さらに、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた払込金

額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の

うえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
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４　当社を株式交換(株式移転)により完全子会社となる会社とする株式交換(株式移転)をする際の新株予約権の

決定方針

なお、当該項目については、完全親会社が新株予約権に係る義務を承継する旨の記載のある株式交換契約書又

は株式移転の議案が承認された場合に限る。

　① 新株予約権に係る義務を株式交換(株式移転)により完全親会社となる会社に承継する。

　② 承継後の新株予約権の目的たる完全親会社となる会社の株式は、完全親会社普通株式とし、その数について

は、交換（移転）比率に応じて調整し、調整の結果生じる１株未満の株式は、これを切り捨てるものとする。

　③ 承継後の新株予約権の目的たる完全親会社となる会社の株式の種類及び新株予約権の行使時の払込金額、新

株予約権の行使期間、新株予約権の行使の条件、新株予約権の譲渡に関する事項、新株予約権の消却事由及び

消却条件に関する事項については、本新株予約権発行の趣旨に従い、必要最小限かつ合理的な範囲で調整を行

うものとする。

５　平成20年２月22日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成20年４月１日付をもって普通株式１株を２株に分

割したことにより、新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株から２株に調整されております。そのた

め、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び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が調整されております。
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③ 会社法(平成17年法律第86号)第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次

のとおりであります。

(イ)定時株主総会の特別決議(平成18年６月26日)

第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数(個)(注)１ 872

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

（株主としての権利内容に制限のない標準となる株式で
あり、単元株制度は採用しておりません。）

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)１、２、５ 1,744

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)３、５ １株当たり110,000

新株予約権の行使期間
平成20年７月１日から
平成24年６月30日まで

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)５

発行価格 　110,000
資本組入額　55,000

新株予約権の行使の条件

①次のいずれかの事由が発生した場合には新株予約権
の行使は認められないものとする。但し、当社取締役
会決議により特に行使を認められた場合はこの限り
ではない。
(ア)新株予約権者が新株予約権の行使前に当社の執行
役員又は従業員の地位を失った場合（但し、定年
退職その他正当な理由により執行役員又は従業員
の地位を失った場合を除く。）

(イ)新株予約権者が死亡した場合
(ウ)新株予約権が割当された新株予約権の一部又は全
部を当社の取締役会の承認を得ずに、譲渡、質入そ
の他の処分をした場合

(エ)新株予約権者が新株予約権の要項又は取締役会決
議及び株主総会決議に基づき、当社と新株予約権
者との間で締結する「新株予約権割当（付与）契
約」に違反した場合

②その他の条件については、取締役会決議及び株主総
会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で
締結する「新株予約権割当（付与）契約」に定める
ところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議に
よる承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―(注４)

(注) １　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会の特別決議における新株予約権の発行

予定数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。

２　株主総会における決議の日(以下「決議日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式

無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式

により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数　＝　調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行

うときは、次の算式によりその目的となる株式の数を調整する。ただし、調整の結果生じる１株未満の端数は、

これを切り捨てる。

　　　　　調整後付与株式数　＝　調整前付与株式数　×
　　　　調整前行使価額

　　　　調整後行使価額

　　なお、「調整後行使価額」については、(注)３を参照する。

上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付

与株式数を調整する。
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３　新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算

式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

　　　　　調整後行使価額　＝　調整前行使価額　×
　　　　　　　　１

　　　　　分割・併合の比率

　　また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合

(会社法(平成17年法律第86号)第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式

の売渡、又は当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券若しくは当社普通株式の交付を請求で

きる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換若しくは行使による場合を除く。)には、行

使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

　　　　　調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
　　　　１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　　なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分す

る自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要と

するやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で

行使価額は調整されるものとする。

４　組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総

称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存す

る新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第

236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下

の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社

は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付す

る旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において

定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

　残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　各新株予約権の目的である株式数は１株とし、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)２に準じて決定す

　る。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘

　案の上調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対

　象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

　新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

　ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　以下に準じて決定する。

　　ⅰ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条

　　　　第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生ずる１円未満の

　　　　端数は切り上げるものとする。

　　ⅱ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資

　　　　本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

　る。

⑧ 新株予約権の取得条項

　本新株予約権の取得条項に準じて決定する。
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５　平成20年２月22日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成20年４月１日付をもって普通株式１株を２株に分

割したことにより、新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株から２株に調整されております。そのた

め、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び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が調整されております。

　

　

(3) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

　

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

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20年10月１日～
平成20年12月31日
（注）１

581 185,769 975 1,983,565 975 2,249,240

（注）１　新株引受権及び新株予約権の権利行使による増加であります。

 ２　平成21年１月１日から平成21年１月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が８株、資本

金が133千円、資本準備金が133千円増加しております。

　

　

(5) 【大株主の状況】

　　当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

　（注）１　当第３四半期会計期間において、大株主である成田隆志氏から平成20年12月11日付で関東財務局長に提

　　　出された大量保有報告書の変更報告書及び平成20年12月12日付で関東財務局長に提出された変更報告書

　　　の訂正報告書により平成20年12月４日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、

　　　当社として当第３四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができておりません。

　　　　なお、その変更報告書（及び訂正報告書）の内容は以下のとおりであります。

　

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(株)
株券等保有割合

(％)

成田　隆志 東京都江東区東雲 18,158 9.76

　

　　　　２　当第３四半期会計期間において、スパークス・アセット・マネジメント株式会社から平成21年１月８日

　　　付で関東財務局長に提出された大量保有報告書の変更報告書により平成20年12月31日現在で以下の株式　

　　　を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第３四半期会計期間末時点における実質所

　　　有株式数の確認ができておりません。

　　　　なお、その変更報告書の内容は以下のとおりであります。

　

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(株)
株券等保有割合

(％)

スパークス・アセット・
マネジメント株式会社

東京都品川区大崎一丁目11番２号
ゲートシティ大崎

17,053 9.18
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年９月30日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

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　185,188 185,186

株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式
（単元株制度を採用しておりませ
ん。）

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 185,188 ― ―

総株主の議決権 ― 185,186 ―

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が２株含まれています。なお、「議決権の

数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれておりません。

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

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 ― ― ― ― ―

（注）平成20年11月６日開催の取締役会決議（会社法第165条第２項による定款の定めに基づく自己株式の取得）に基

づき、当第３四半期会計期間中に以下のとおり自己株式の取得を行いました。

　　　① 取得した株式の種類　　　　　普通株式

　　　② 取得した株式の総数　　　　　7,800株

　　　③ 取得価額の総額　　　　　　　240,626千円

　　　④ 取得期間　　　　　　　　　　平成20年11月７日～平成20年12月４日

上記の自己株式取得の結果、当第３四半期会計期間末現在の自己株式の保有状況は以下のとおりです。

　　　① 自己株式数　　　　　　　　　7,800株（議決権の数7,800個）

　　　② 発行済株式総数に対する割合　4.20%
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月 ５月

 
６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 53,50066,80060,00051,40036,90030,00027,00036,00047,800

最低(円) 47,45049,00049,20032,60020,15022,80013,81025,10031,000

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所(マザーズ)における株価を記載しております。

　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間(平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日ま

で)の四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。

　

EDINET提出書類

株式会社ネクスト(E05624)

四半期報告書

22/36



１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,489,466 3,076,858

売掛金 604,493 582,002

有価証券 1,508,158 1,503,877

たな卸資産 ※１
 8,691

※１
 12,314

繰延税金資産 127,008 143,868

未収入金 229,159 203,112

立替金 ※３
 142,965 85,132

その他 150,023 116,667

貸倒引当金 △101,885 △73,449

流動資産合計 5,158,081 5,650,383

固定資産

有形固定資産

建物 100,636 93,216

減価償却累計額 △28,564 △19,306

建物（純額） 72,071 73,909

工具、器具及び備品 545,539 490,698

減価償却累計額 △342,760 △264,921

工具、器具及び備品（純額） 202,778 225,776

有形固定資産合計 274,850 299,686

無形固定資産

のれん 83,352 121,364

ソフトウエア 936,785 531,411

ソフトウエア仮勘定 21,000 278,154

その他 3,096 3,339

無形固定資産合計 1,044,234 934,269

投資その他の資産

投資有価証券 24,380 30,701

繰延税金資産 25,585 1,807

その他 590,333 320,986

貸倒引当金 △156,197 △84,792

投資その他の資産合計 484,101 268,702

固定資産合計 1,803,187 1,502,658

資産合計 6,961,268 7,153,042
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 30,285 23,946

未払金 445,191 409,375

未払法人税等 51,857 496,802

賞与引当金 200,678 212,520

役員賞与引当金 375 1,474

保証履行引当金 115,008 91,257

サービス終了損失引当金 ※４
 60,070 －

その他 530,484 355,577

流動負債合計 1,433,951 1,590,955

固定負債

繰延税金負債 6,564 8,168

固定負債合計 6,564 8,168

負債合計 1,440,515 1,599,123

純資産の部

株主資本

資本金 1,983,565 1,982,523

資本剰余金 2,249,240 2,248,198

利益剰余金 1,464,717 1,248,726

自己株式 △240,626 －

株主資本合計 5,456,896 5,479,448

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 － 15,218

評価・換算差額等合計 － 15,218

少数株主持分 63,856 59,251

純資産合計 5,520,753 5,553,918

負債純資産合計 6,961,268 7,153,042

EDINET提出書類

株式会社ネクスト(E05624)

四半期報告書

24/36



(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 6,409,018

売上原価 182,885

売上総利益 6,226,133

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 1,545,583

貸倒引当金繰入額 101,199

給料及び手当 1,244,567

賞与引当金繰入額 190,647

役員賞与引当金繰入額 375

保証履行引当金繰入額 23,751

減価償却費 238,025

のれん償却額 38,011

その他 2,170,811

販売費及び一般管理費合計 5,552,972

営業利益 673,160

営業外収益

受取利息 6,386

受取配当金 1,536

その他 3,181

営業外収益合計 11,104

営業外費用

業務委託契約解約違約金 21,311

その他 5,256

営業外費用合計 26,568

経常利益 657,696

特別利益

役員賞与引当金戻入額 1,474

投資有価証券売却益 2,411

その他 244

特別利益合計 4,129

特別損失

固定資産売却損 112

サービス終了損失引当金繰入額 60,070

その他 1,270

特別損失合計 61,453

税金等調整前四半期純利益 600,372

法人税、住民税及び事業税 377,707

法人税等調整額 2,069

法人税等合計 379,776

少数株主利益 4,605

四半期純利益 215,990
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 2,276,358

売上原価 60,598

売上総利益 2,215,759

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 570,524

貸倒引当金繰入額 46,361

給料及び手当 442,245

賞与引当金繰入額 108,966

役員賞与引当金繰入額 375

保証履行引当金繰入額 8,412

減価償却費 97,066

のれん償却額 12,670

その他 738,380

販売費及び一般管理費合計 2,025,004

営業利益 190,755

営業外収益

受取利息 2,059

受取地代家賃 685

その他 528

営業外収益合計 3,274

営業外費用

業務委託契約解約違約金 21,311

その他 5,254

営業外費用合計 26,566

経常利益 167,463

特別利益

投資有価証券売却益 2,411

その他 126

特別利益合計 2,537

特別損失

固定資産売却損 112

サービス終了損失引当金繰入額 60,070

その他 261

特別損失合計 60,445

税金等調整前四半期純利益 109,555

法人税、住民税及び事業税 118,648

法人税等調整額 △15,190

法人税等合計 103,457

少数株主利益 830

四半期純利益 5,267
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 600,372

減価償却費 244,020

のれん償却額 38,011

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,841

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,099

貸倒引当金の増減額（△は減少） 99,841

保証履行引当金の増減額（△は減少） 23,751

サービス終了損失引当金の増減額（△は減少） 60,070

受取利息及び受取配当金 △2,571

有価証券利息 △5,351

投資有価証券売却益 △2,411

固定資産売却損益（△は益） 112

売上債権の増減額（△は増加） △80,612

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,622

仕入債務の増減額（△は減少） 6,263

未払金の増減額（△は減少） 107,108

その他 50,906

小計 1,130,193

利息及び配当金の受取額 7,908

法人税等の支払額 △825,108

営業活動によるキャッシュ・フロー 312,993

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入 2,798

投資有価証券の取得による支出 △20,000

有形固定資産の取得による支出 △67,561

有形固定資産の売却による収入 73

無形固定資産の取得による支出 △371,593

差入保証金の差入による支出 △202,285

差入保証金の回収による収入 1,005

投資活動によるキャッシュ・フロー △657,561

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入 2,084

自己株式の取得による支出 △240,626

財務活動によるキャッシュ・フロー △238,542

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △583,110

現金及び現金同等物の期首残高 4,580,736

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 3,997,625
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。

　

　

【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が当第２四半期連結会計期間末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。

２．保証履行引当金の算定方法

　当第３四半期連結会計期間末の実績保証履行損失率が、当第２四半期連結会計期間末に算定したものと著しい

変化がないと認められるため、当第２四半期連結会計期間末の実績保証履行損失率を使用して、損失負担見込額

を算定しております。

　

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　商　品　　　　　　　　　　　　　　　323千円

　　　貯蔵品　　　　　　　　　　　 　 　8,011千円

　　　仕掛品　　　　　　　　　　　　      356千円

 

　２　偶発債務

　　　連帯保証債務

　当社グループが保証する不動産賃貸借契約にお

いて、将来発生の可能性のある被保証者（賃借

人）の滞納家賃等に対する連帯保証であり、契約

上の潜在債務に対する保証極度相当額でありま

す。

不動産賃貸保証契約に基づく
被保証者

59,523,792千円

保証履行引当金 115,008千円

差引 59,408,784千円

※１　貯蔵品　　　　　　　　　　　　　 12,020千円

　　　仕掛品　　　　　　　　　　　　　　　293千円

 
 

　２　偶発債務

　　　連帯保証債務

　当社グループが保証する不動産賃貸借契約にお

いて、将来発生の可能性のある被保証者（賃借

人）の滞納家賃等に対する連帯保証であり、契約

上の潜在債務に対する保証極度相当額でありま

す。

不動産賃貸保証契約に基づく
被保証者

51,261,636千円

保証履行引当金 91,257千円

差引 51,170,379千円

※３　立替金は、賃貸保証事業に関するものであり、当社

グループが保証した、被保証者が家主に対して滞納

した家賃を立替払いしたものであります。

────────

※４　サービス終了損失引当金

当社は、平成21年２月10日開催の取締役会におい

て、不動産ポータル事業のサービスのひとつである

不動産インターネットオークションサービスを、平

成21年3月末日をもって終了することを決議してお

ります。

同サービスに関連するソフトウェアの除却損失等、

サービス終了に伴う損失に備えるため、損失見込額

を計上しております。

────────
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(四半期連結損益計算書関係)

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)及び当第３四半期連結会計

期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日  至　平成20年12月31日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期

連結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 2,489,466千円

有価証券（フリーファイナンシャルファンド） 1,508,158千円

現金及び現金同等物 3,997,625千円
　

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成20年

４月１日　至　平成20年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 185,769

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 7,800

　

３　株主資本の著しい変動に関する事項

平成20年11月６日から平成20年12月４日までに、自己株式を市場買付けにより取得致しました。この結

果、当第３四半期連結会計期間において自己株式が240,626千円増加し、当第３四半期連結会計期間末に

おいて自己株式が240,626千円となっております。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

不動産ポータ
ル事業
(千円)

地域コミュニ
ティ事業
(千円)

賃貸保証事業
(千円)

その他事業
(千円)

計(千円)
消去又は
全社(千円)

連結(千円)

売上高

(1)外部顧客に対
する売上高

2,086,9687,440 74,346107,6032,276,358 ― 2,276,358

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高

― ─ ― 450 450 (450) ―

計 2,086,9687,440 74,346108,0532,276,808(450)2,276,358

営業利益又は営
業損失(△)

388,787△77,993△106,362△15,334189,097 1,658 190,755

(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な内容

(1) 不動産ポータル事業・・・・不動産情報ポータルサイト『HOME'S』の運営

(2) 地域コミュニティ事業・・・地域コミュニティサイト『Lococom(ロココム)』の運営

(3) 賃貸保証事業・・・・・・・賃貸保証に関する事業

(4) その他事業・・・・・・・・損害保険代理店事業、不動産向け業務支援システムのASPサービス事業、

　　　　　　　　　　　　　　　システム開発・Web制作事業、引越し見積もり、広告代理事業等

３　前連結会計年度まで区分表示しておりました「広告代理事業」は『HOME'S』の事業展開を行うにあたり派生

的に発生した事業であり、全事業に対する金額の重要性が乏しくなったため、当第３四半期連結累計期間よ

り、「その他事業」に含めて表示することに変更いたしました。なお、従来の事業区分によった場合の事業の

種類別セグメント情報は以下のとおりになります。

 

不動産ポー
タル事業
(千円)

地域コミュ
ニティ事業
(千円)

賃貸保証
事業
(千円)

広告代理
事業
(千円)

その他事業
(千円)

計(千円)
消去又は
全社(千円)

連結(千円)

売上高

(1)外部顧客に
対する売上高

2,086,9687,44074,34620,45287,1502,276,358― 2,276,358

(2)セグメント
間の内部売上
高又は振替高

― ─ ― ― 450 450 (450) ―

計 2,086,9687,44074,34620,45287,6002,276,808(450)2,276,358

営業利益又は営
業損失(△)

388,787△77,993△106,362 404△15,739189,0971,658190,755

　

EDINET提出書類

株式会社ネクスト(E05624)

四半期報告書

31/36



当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

不動産ポータ
ル事業
(千円)

地域コミュニ
ティ事業
(千円)

賃貸保証事業
(千円)

その他事業
(千円)

計(千円)
消去又は
全社(千円)

連結(千円)

売上高

(1)外部顧客に対
する売上高

5,909,07919,919169,795310,2246,409,018 ― 6,409,018

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高

― 146 ― 1,350 1,496 (1,496) ―

計 5,909,07920,066169,795311,5746,410,515(1,496)6,409,018

営業利益又は営
業損失(△)

1,186,394△186,825△274,495△56,856668,218 4,942 673,160

(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な内容

(1) 不動産ポータル事業・・・・不動産情報ポータルサイト『HOME'S』の運営

(2) 地域コミュニティ事業・・・地域コミュニティサイト『Lococom(ロココム)』の運営

(3) 賃貸保証事業・・・・・・・賃貸保証に関する事業

(4) その他事業・・・・・・・・損害保険代理店事業、不動産向け業務支援システムのASPサービス事業、

　　　　　　　　　　　　　　　システム開発・Web制作事業、引越し見積もり、広告代理事業等

３　前連結会計年度まで区分表示しておりました「広告代理事業」は『HOME'S』の事業展開を行うにあたり派生

的に発生した事業であり、全事業に対する金額の重要性が乏しくなったため、当第３四半期連結累計期間よ

り、「その他事業」に含めて表示することに変更いたしました。なお、従来の事業区分によった場合の事業の

種類別セグメント情報は以下のとおりになります。

 

不動産ポー
タル事業
(千円)

地域コミュ
ニティ事業
(千円)

賃貸保証
事業
(千円)

広告代理
事業
(千円)

その他事業
(千円)

計(千円)
消去又は
全社(千円)

連結(千円)

売上高

(1)外部顧客に対
する売上高

5,909,07919,919169,79587,007223,2176,409,018― 6,409,018

(2)セグメント間
の内部売上高又は
振替高

― 146 ― ― 1,350 1,496(1,496) ―

計 5,909,07920,066169,79587,007224,5676,410,515(1,496)6,409,018

営業利益又は営業
損失(△)

1,186,394△186,825△274,4953,282△60,138668,2184,942673,160

　

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期

間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので、該当事項はありません。

　

　

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期

間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

　

EDINET提出書類

株式会社ネクスト(E05624)

四半期報告書

32/36



(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

30,662円06銭 59,342円79銭

(注) １　当社は、平成20年４月１日付で株式１株につき２株の株式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における前連結会計年度末の１株当たり純資産額は29,671円40銭です。

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第３四半期連結累計期間

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益 1,170円72銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 1,155円35銭

　

(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 215,990

普通株式に係る四半期純利益(千円) 215,990

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) 184,492

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に用いら
れた四半期純利益調整額(千円)

─

普通株式増加数(株) 2,455

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益の算定に含まれなかった潜在株式について前
連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要

平成18年６月26日定時株主総会決議新株
予約権（新株予約権の数872個）
　新株予約権の概要は、「新株予約権等の
状況」に記載のとおりであります。
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第３四半期連結会計期間

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
 至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益 28円77銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 28円47銭

　
(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
 至　平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 5,267

普通株式に係る四半期純利益(千円) 5,267

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) 183,112

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に用いら
れた四半期純利益調整額(千円)

─

普通株式増加数(株) 1,935

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益の算定に含まれなかった潜在株式について前
連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要

平成17年３月30日臨時株主総会決議新株
予約権（新株予約権の数347個）及び
平成18年６月26日定時株主総会決議新株
予約権（新株予約権の数872個）　
新株予約権の概要は、「新株予約権等の状
況」に記載のとおりであります。

　

　

　

(重要な後発事象)

　

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

　

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月10日

株式会社ネクスト

取締役会　御中

　

監査法人トーマツ

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　水　上　 亮 比 呂　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　望　 月　　明　美　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ネクストの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平

成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12

月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結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四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ネクスト及び連結子会社の平成20年

12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経

営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

　

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

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー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(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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