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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 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１四半期 3,398 24.1 862 65.3 855 66.9 516 74.0
25年３月期第１四半期 2,737 16.1 521 ― 512 ― 297 ―

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 509百万円(70.8％) 25年３月期第１四半期 298百万円(―％)

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１四半期 27 51 27 45
25年３月期第１四半期 15 84 15 81

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 11,651 9,464 81.2
25年３月期 11,553 9,064 78.4

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 9,457百万円 25年３月期 9,057百万円

２．配当の状況

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 ― 6 50 6 50

26年３月期 ―

26年３月期(予想) 0 00 ― 7 90 7 90

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 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

第２四半期(累計) 6,604 20.1 920 △2.3 913 △0.9 523 △0.4 27 84
通期 13,041 9.0 1,322 △16.9 1,314 △15.2 741 20.8 39 49



  

 

 

 
  

・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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりま

す。 

  

・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、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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

・当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料、動画、主な

Ｑ＆Ａ等については、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 

・平成25年８月８日（木）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 

・上記説明会のほかにも、当社では、個人投資家の皆様向けに適宜、事業・業績に関する説明会を開催し

ています。開催の予定等については、当社ホームページをご確認ください。 

  

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期１Ｑ 18,800,800株 25年３月期 18,794,600株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 12,106株 25年３月期 12,060株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 18,784,278株 25年３月期１Ｑ 18,758,208株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当社グループでは不動産情報サービス事業を中心に、地域情報や保険情報等、人々の生活に寄り添う
様々な情報サービス事業を展開しております。 
中期経営戦略の柱として「DB+CCS（データベース+コミュニケーション＆コンシェルジュ・サービス）

でGlobal Companyを目指す」をスローガンに掲げ、世の中に溢れている大量の情報を整理・蓄積・統合
し、様々なデバイスを通じて一人ひとりにぴったりの情報を提供し、未来への一歩を支えるサービスづく
りに取り組んでいます。 
当第１四半期連結累計期間（以下、当第１四半期）には、不動産情報サービス事業のうち、主力サービ

スである総掲載物件数No.1の不動産・住宅情報サイト『HOME'S』において、新規加盟店の開拓等による更
なる物件数の増加や、積極的なプロモーション活動、WEB集客の 適化、サイトの改修等によるサイト訪
問者数・問合せ数の増加に注力してまいりました。 
  
その結果、当第１四半期における連結業績は、売上高3,398,134千円（前年同四半期連結累計期間比

24.1％増）、営業利益862,744千円（同65.3％増）、経常利益855,796千円（同66.9％増）、四半期純利益
516,741千円（同74.0％増）となりました。 
  
なお、当第１四半期における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。 

 
(注) １ 前連結会計年度まで区分表示していた「地域情報サービス事業」は全事業に対する金額の重要性が乏

しくなったため、当第１四半期より、「その他事業」に含めて表示しております。 
２ 前年同四半期の営業損益は△104,683千円であります。 

  
セグメント毎の状況や、以下の項目等、より詳しい決算内容に関しては、当社IRサイトより、平成25年

８月７日発表の「2014年３月期 第１四半期 決算説明資料」をご覧ください。 
参考URL：http://www.next-group.jp/ir/index.html 

  

＜決算説明資料の主な項目＞ 

・営業損益の推移     ・・・ 主な費用の増減要因と売上高に占める比率の推移等 
・サービス別売上高の推移 ・・・ セグメント単位より更に詳細な単位による売上高の推移と増減要

因 
・業績予想の進捗状況   ・・・ サービス別売上高、主な費目毎の業績予想に対する進捗状況 
・トピックス       ・・・ セグメント毎の主な取組状況 
・四半期毎のデータ    ・・・ 損益計算書（簡易版）、サービス別売上高、セグメント別損益 
・外部統計データ集    ・・・ マンション発売戸数、マンション価格、新設住宅着工戸数、日本

全国移動者数、人口・世帯数 

  

 (資産) 

流動資産の残高は9,375,982千円となり、前連結会計年度末（以下、前期末）に比べ165,830千円増
加しております。主な要因は、現金及び預金の増加259,391千円及び、売掛金の減少65,220千円等で
あります。 
固定資産の残高は2,275,494千円となり、前期末に比べ67,880千円減少しております。主な要因

は、減価償却等による有形固定資産の減少59,117千円及び、減価償却等による無形固定資産の減少
27,207千円や、繰延税金資産の増加15,897千円等であります。 
以上の結果、資産合計は11,651,476千円となり、前期末に比べ97,949千円増加しております。 

  

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

（単位：千円）

セグメントの名称
売上高 営業損益

金額
前年同四半期比

（％）
金額

前年同四半期比
（％）

(1) 不動産情報サービス事業 3,366,327 ＋24.3 887,682 ＋41.7

(2) その他事業(注１) 31,807 ＋13.0 △24,938 (注２) ―

（２）財政状態に関する説明
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 (負債) 

流動負債の残高は2,033,089千円となり、前期末に比べ302,950千円減少しております。主な要因
は、未払法人税等の減少258,713千円及び、未払金の減少151,870千円や、賞与引当金の増加71,087千
円等であります。 
固定負債の残高は153,769千円となり、前期末に比べ631千円増加しております。これは、資産除去

債務の増加によるものであります。 
以上の結果、負債合計は2,186,858千円となり、前期末に比べ302,318千円増加しております。 

  

 (純資産) 

純資産の残高は9,464,618千円となり、前期末に比べ400,268千円増加しております。主な要因は、
四半期純利益による利益剰余金の増加516,741千円や、配当金の支払による利益剰余金の減少122,086
千円であります。 

  

近の業績動向等を踏まえ、平成25年８月７日発表の「第２四半期連結累計期間業績予想の修正に関す
るお知らせ」（以下、修正予想）のとおり、平成25年５月14日に発表の平成25年３月期第２四半期連結累
計期間の業績予想を変更いたしました。詳細は同日発表の修正予想をご覧ください。 
修正予想のURL：http://www.next-group.jp/ir/news/index.html 
  
一方、通期業績予想については、概ねすべてのサービスにおいて期初予想を上回るペースで進捗してお

りますが、平成25年10月には主要サービスのひとつである「HOME'S新築一戸建て」のサイトリニューアル
を予定していることや、繁忙期も含まれる下期の業績は変動要因が大きいため、保守的な観点より、現在
のところ前回発表予想のとおりとさせていただきます。 
今後、業績修正が必要となった場合には速やかに開示させていただきます。 
  
平成26年３月期第２四半期連結累計期間 業績予想数値の修正（平成25年４月１日～平成25年９月30

日） 

 
  

 なお、平成25年５月14日発表の通期の連結業績予想は以下のとおりとなっております。 

 
  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 （単位：百万円）

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

前回発表予想（Ａ） 6,211 558 553 303

今回修正予想（Ｂ） 6,604 920 913 523

増 減 額（Ｂ－Ａ） ＋392 ＋362 ＋359 ＋219

増  減  率（％） ＋6.3 ＋64.9 ＋64.8 ＋72.5

（ご参考）

前期実績（平成25年３月期第２四半期）
5,500 942 921 525

（単位：百万円）

前期実績
（平成25年３月期）

業績予想
（平成26年３月期）

増減額
増減率 
（％）

売上高 11,962 13,041 ＋1,079 ＋9.0

 
不動産情報サービス事業 11,851 12,908 ＋1,056 ＋8.9

その他事業（注） 110 133 ＋22 ＋20.6

営業利益 1,591 1,322 △269 △16.9

経常利益 1,549 1,314 △234 △15.2

当期純利益 614 741 ＋127 ＋20.8
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 該当事項はありません。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,940,319 7,199,710

売掛金 1,470,051 1,404,830

たな卸資産 6,969 5,811

繰延税金資産 267,459 282,538

未収入金 356,646 332,745

その他 174,417 156,049

貸倒引当金 △5,712 △5,704

流動資産合計 9,210,152 9,375,982

固定資産

有形固定資産

建物 650,463 642,844

減価償却累計額 △269,934 △314,605

建物（純額） 380,529 328,239

工具、器具及び備品 718,177 730,177

減価償却累計額 △567,777 △586,604

工具、器具及び備品（純額） 150,400 143,573

有形固定資産合計 530,929 471,812

無形固定資産

のれん 130,042 119,206

ソフトウエア 655,863 594,880

ソフトウエア仮勘定 70,114 115,444

その他 31,899 31,182

無形固定資産合計 887,920 860,713

投資その他の資産

投資有価証券 44,812 46,370

固定化営業債権 31,997 38,694

繰延税金資産 123,039 138,936

敷金及び保証金 744,702 745,221

その他 4,677 3,822

貸倒引当金 △24,705 △30,075

投資その他の資産合計 924,524 942,969

固定資産合計 2,343,374 2,275,494

資産合計 11,553,526 11,651,476
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 75,228 60,510

未払金 888,541 736,671

未払法人税等 643,347 384,634

賞与引当金 363,189 434,276

役員賞与引当金 16,000 3,863

資産除去債務 100,538 107,540

その他 249,193 305,593

流動負債合計 2,336,039 2,033,089

固定負債

資産除去債務 153,137 153,769

固定負債合計 153,137 153,769

負債合計 2,489,177 2,186,858

純資産の部

株主資本

資本金 1,996,060 1,996,757

資本剰余金 2,539,261 2,539,958

利益剰余金 4,498,492 4,893,147

自己株式 △7,875 △7,918

株主資本合計 9,025,939 9,421,945

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,232 2,414

為替換算調整勘定 30,023 33,017

その他の包括利益累計額合計 31,255 35,431

少数株主持分 7,154 7,241

純資産合計 9,064,349 9,464,618

負債純資産合計 11,553,526 11,651,476
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

売上高 2,737,269 3,398,134

売上原価 81,412 102,166

売上総利益 2,655,857 3,295,967

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 629,516 774,042

貸倒引当金繰入額 2,741 5,802

給料及び手当 530,737 544,571

賞与引当金繰入額 88,121 91,047

役員賞与引当金繰入額 3,000 3,863

減価償却費 96,625 131,568

のれん償却額 13,126 10,836

その他 770,148 871,490

販売費及び一般管理費合計 2,134,016 2,433,223

営業利益 521,840 862,744

営業外収益

受取利息 1,463 990

受取配当金 4 4

補助金収入 － 3,333

その他 632 528

営業外収益合計 2,100 4,856

営業外費用

持分法による投資損失 10,559 －

為替差損 － 5,184

固定資産除却損 509 6,191

その他 0 427

営業外費用合計 11,069 11,803

経常利益 512,870 855,796

特別損失

投資有価証券評価損 10,300 －

減損損失 － 9,118

特別損失合計 10,300 9,118

税金等調整前四半期純利益 502,570 846,678

法人税、住民税及び事業税 232,485 373,622

法人税等調整額 △26,970 △31,510

法人税等合計 205,514 342,111

少数株主損益調整前四半期純利益 297,055 504,567

少数株主損失（△） △0 △12,173

四半期純利益 297,056 516,741
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四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 297,055 504,567

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △924 1,182

為替換算調整勘定 2,060 3,629

その他の包括利益合計 1,136 4,812

四半期包括利益 298,192 509,379

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 298,192 520,917

少数株主に係る四半期包括利益 △0 △11,537
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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)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30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 502,570 846,678

減価償却費 97,083 132,102

のれん償却額 13,126 10,836

減損損失 － 9,118

賞与引当金の増減額（△は減少） 75,814 71,087

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3,000 △12,137

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,473 5,362

受取利息及び受取配当金 △1,022 △994

持分法による投資損益（△は益） 10,559 －

有価証券利息 △445 －

投資有価証券評価損益（△は益） 10,300 －

固定資産除却損 509 6,191

売上債権の増減額（△は増加） 199,653 84,433

たな卸資産の増減額（△は増加） 454 1,158

仕入債務の増減額（△は減少） △10,027 △14,561

未払金の増減額（△は減少） △169,231 △156,651

その他 35,137 59,104

小計 769,957 1,041,729

利息及び配当金の受取額 470 546

法人税等の支払額 △292,517 △609,116

営業活動によるキャッシュ・フロー 477,911 433,160

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △445 －

投資有価証券の売却による収入 － 280

有形固定資産の取得による支出 △9,123 △23,234

有形固定資産の除却による支出 － △890

無形固定資産の取得による支出 △82,003 △49,181

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

4,723 －

敷金及び保証金の差入による支出 △237 △204

敷金及び保証金の回収による収入 2,905 46

投資活動によるキャッシュ・フロー △84,182 △73,183

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 333 1,393

少数株主からの払込みによる収入 － 11,624

自己株式の取得による支出 － △43

配当金の支払額 △63,634 △115,296

財務活動によるキャッシュ・フロー △63,301 △102,321

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,212 1,736

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 332,640 259,391

現金及び現金同等物の期首残高 3,413,078 6,940,319

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,745,718 7,199,710
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   当第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日) 

 該当事項はありません。 

  

   当第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日) 

 該当事項はありません。 

  

（４）四半期連結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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