
  

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 
四半期決算説明会開催の有無    ： 有（機関投資家・アナリスト向け） 
  

  

  

(注) 平成26年１月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当
該株式分割が行われたと仮定して、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を算定しております。 

  

  

  

  

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
平成26年１月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、平成26年３月期(予想)の期末

配当金については当該株式分割の影響を考慮しております。 
  

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
平成26年１月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該

株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益を算定しております。 
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１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年12月31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３四半期 10,408 23.3 2,204 59.5 2,203 63.5 1,282 83.1

25年３月期第３四半期 8,439 15.5 1,381 135.7 1,347 123.0 700 176.7
 

(注) 包括利益 26年３月期第３四半期 1,282百万円(83.7％) 25年３月期第３四半期 698百万円(181.7％)
 

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３四半期 22 75 22 70

25年３月期第３四半期 12 44 12 42
 

（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３四半期 12,263 10,193 83.1

25年３月期 11,553 9,064 78.4
 

(参考) 自己資本 26年３月期第３四半期 10,187百万円 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 ― 0 00 0 00

26年３月期(予想) 3 30 3 30
 

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、対前期増減率)

 

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

通期 14,282 19.4 1,690 6.2 1,687 8.9 940 53.2 16 69
 



 

  

(注) 平成26年１月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当

該株式分割が行われたと仮定して算定しております。 
  

 ・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きは終了しておりま

す。 

  

・当社は、平成26年１月１日を効力発生日として普通株式１株につき３株の割合で株式分割を実施する

ことを決議しております。 

・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26年２月17日（月）・・・・・・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３Ｑ 56,432,400株 25年３月期 56,383,800株

② 期末自己株式数 26年３月期３Ｑ 36,318株 25年３月期 36,180株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期３Ｑ 56,371,257株 25年３月期３Ｑ 56,294,007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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当社グループではコーポレートメッセージに「あなたの『出逢えてよかった』をつくる」を掲げ不動産
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３四半期連結累計期間（以下、当第３四半期）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集客の最適化、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３四半期における連結業績は、売上高10,408,867千円（前年同四半期連結累計期間比

23.3％増）、営業利益2,204,700千円（同59.5％増）、経常利益2,203,073千円（同63.5％増）、四半期純
利益1,282,460千円（同83.1％増）となりました。 
  
当第３四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△267,037千円であります。 

  
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26年

２月12日発表の「2014年３月期 第３四半期 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9,898,284千円となり、前連結会計年度末（以下、前期末）に比べ688,132千円増
加しております。主な要因は、現金及び預金936,727千円の増加、未収入金111,314千円の増加及び売
掛金の減少105,751千円等であります。 
固定資産の残高は2,364,776千円となり、前期末に比べ21,401千円増加しております。主な要因

は、減価償却や有形固定資産除却等による有形固定資産の減少97,274千円、ソフトウェア開発等によ
る無形固定資産の増加37,579千円や、投資有価証券の取得による増加42,841千円、繰延税金資産の増
加36,251千円等であります。 
以上の結果、資産合計は12,263,061千円となり、前期末に比べ709,534千円増加しております。 

  

 (負債) 

流動負債の残高は1,897,987千円となり、前期末に比べ438,052千円減少しております。主な要因

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 10,311,216 ＋23.4 2,251,717 ＋36.6

(2) その他事業(注１) 97,650 ＋18.7 △47,017 (注２) ―
 

（２）財政状態に関する説明
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は、賞与引当金の減少258,052千円及び、未払法人税等の減少220,039千円や、資産除去債務の減少
100,538千円であります。 
固定負債の残高は171,719千円となり、前期末に比べ18,581千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2,069,706千円となり、前期末に比べ419,470千円減少しております。 

  

 (純資産) 

純資産の残高は10,193,354千円となり、前期末に比べ1,129,004千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1,282,460千円や、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。 

  

当第３四半期における業績予想に対する進捗率は以下のとおりとなっております。 

  
売上高は想定通り進捗しております。利益については経費削減努力等により、既に通期業績予想を上回

っており、現在のところ足元の状況においても懸念すべき材料はありませんが、今後の成長を見込み、ブ
ランディングプロモーションや新サービスの開発等の先行投資を予定しているため、現時点においては業
績予想を修正しておりません。今後、業績予想の修正が必要な場合には、速やかに開示を行う予定です。 

  
より詳しい決算内容や業績予想に関しては、当社IRサイトより、平成26年２月12日発表の「2014年３月

期 第３四半期 決算説明資料」をご覧ください。 
参考URL：http://www.next-group.jp/ir/index.html  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（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）

当当当当第３四半期第３四半期第３四半期第３四半期    
実実実実績績績績

通期予想
(平成25年11月13日

修正)

通期予想 
進捗率

売上高 10,408 14,282 72.9%

不動産情報サービス事業 10,311 14,135 72.9%

その他事業 97 146 66.5%

営業利益 2,204 1,690 130.4%

経常利益 2,203 1,687 130.5% 

四半期（当期）純利益 1,282 940 136.3% 
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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３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,940,319 7,877,046

売掛金 1,470,051 1,364,299

たな卸資産 6,969 6,209

繰延税金資産 267,459 119,995

未収入金 356,646 467,960

その他 174,417 183,615

貸倒引当金 △5,712 △120,843

流動資産合計 9,210,152 9,898,284

固定資産

有形固定資産

建物 650,463 511,778

減価償却累計額 △269,934 △225,799

建物（純額） 380,529 285,979

工具、器具及び備品 718,177 701,910

減価償却累計額 △567,777 △554,234

工具、器具及び備品（純額） 150,400 147,676

有形固定資産合計 530,929 433,655

無形固定資産

のれん 130,042 97,532

ソフトウエア 655,863 592,488

ソフトウエア仮勘定 70,114 205,732

その他 31,899 29,746

無形固定資産合計 887,920 925,499

投資その他の資産

投資有価証券 44,812 87,654

固定化営業債権 31,997 46,807

繰延税金資産 123,039 159,291

敷金及び保証金 744,702 747,728

その他 4,677 3,868

貸倒引当金 △24,705 △39,728

投資その他の資産合計 924,524 1,005,621

固定資産合計 2,343,374 2,364,776

資産合計 11,553,526 12,263,061
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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３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 75,228 59,423

未払金 888,541 1,008,833

未払法人税等 643,347 423,307

賞与引当金 363,189 105,136

役員賞与引当金 16,000 11,589

資産除去債務 100,538 －

その他 249,193 289,696

流動負債合計 2,336,039 1,897,987

固定負債

資産除去債務 153,137 171,719

固定負債合計 153,137 171,719

負債合計 2,489,177 2,069,706

純資産の部

株主資本

資本金 1,996,060 1,997,468

資本剰余金 2,539,261 2,540,668

利益剰余金 4,498,492 5,612,460

自己株式 △7,875 △7,918

株主資本合計 9,025,939 10,142,679

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 4,383

為替換算調整勘定 30,023 40,171

その他の包括利益累計額合計 31,255 44,554

少数株主持分 7,154 6,121

純資産合計 9,064,349 10,193,354

負債純資産合計 11,553,526 12,263,061
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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
第３四半期連結累計期間
四半期連結損益計算書

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日

 至 平成25年12月31日)

売上高 8,439,754 10,408,867

売上原価 258,774 336,233

売上総利益 8,180,980 10,072,633

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 2,163,461 2,633,560

貸倒引当金繰入額 9,312 18,044

給料及び手当 1,549,604 1,662,294

賞与引当金繰入額 99,405 102,372

役員賞与引当金繰入額 10,444 11,589

減価償却費 323,590 347,044

のれん償却額 34,800 32,510

その他 2,608,534 3,060,518

販売費及び一般管理費合計 6,799,153 7,867,933

営業利益 1,381,826 2,204,700

営業外収益

受取利息 4,222 3,354

受取配当金 1,654 1,601

違約金収入 － 5,080

償却債権取立益 1,812 1,636

その他 1,319 5,923

営業外収益合計 9,010 17,597

営業外費用

持分法による投資損失 27,617 1,774

為替差損 3,096 7,259

固定資産除却損 13,076 9,023

その他 4 1,167

営業外費用合計 43,794 19,224

経常利益 1,347,041 2,203,073

特別利益

段階取得に係る差益 11,724 －

特別利益合計 11,724 －

特別損失

投資有価証券評価損 134,302 －

投資有価証券売却損 9,020 －

減損損失 22,803 37,748

特別損失合計 166,125 37,748

税金等調整前四半期純利益 1,192,640 2,165,324

法人税、住民税及び事業税 544,143 787,677

法人税等調整額 △50,648 109,391

法人税等合計 493,494 897,069

少数株主損益調整前四半期純利益 699,145 1,268,255

少数株主損失（△） △1,170 △14,204

四半期純利益 700,315 1,282,460
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四半期連結包括利益計算書
(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日

 至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 699,145 1,268,255

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,711 3,150

為替換算調整勘定 685 11,080

その他の包括利益合計 △1,025 14,231

四半期包括利益 698,119 1,282,487

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 699,375 1,295,758

少数株主に係る四半期包括利益 △1,256 △13,271
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第３四半期連結会計期間
四半期連結損益計算書

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成24年10月１日
 至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成25年10月１日

 至 平成25年12月31日)

売上高 2,939,461 3,556,602

売上原価 95,218 129,589

売上総利益 2,844,242 3,427,012

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 777,077 906,584

貸倒引当金繰入額 3,715 6,164

給料及び手当 516,623 551,255

賞与引当金繰入額 93,863 95,075

役員賞与引当金繰入額 4,444 3,863

減価償却費 128,777 92,777

のれん償却額 10,836 10,836

その他 869,579 969,321

販売費及び一般管理費合計 2,404,917 2,635,879

営業利益 439,325 791,132

営業外収益

受取利息 1,322 1,199

償却債権取立益 169 1,170

その他 678 1,326

営業外収益合計 2,171 3,696

営業外費用

持分法による投資損失 12,342 1,774

為替差損 3,101 1,712

固定資産除却損 － 747

その他 15 476

営業外費用合計 15,460 4,710

経常利益 426,036 790,118

特別利益

段階取得に係る差益 11,724 －

特別利益合計 11,724 －

特別損失

投資有価証券評価損 134,302 －

減損損失 － 28,630

特別損失合計 134,302 28,630

税金等調整前四半期純利益 303,458 761,487

法人税、住民税及び事業税 165,639 264,253

法人税等調整額 △36,152 41,956

法人税等合計 129,487 306,210

少数株主損益調整前四半期純利益 173,970 455,277

少数株主損失（△） △1,170 △586

四半期純利益 175,141 455,863
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四半期連結包括利益計算書
(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成24年10月１日
 至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成25年10月１日

 至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 173,970 455,277

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △342 1,846

為替換算調整勘定 △2 5,971

その他の包括利益合計 △344 7,817

四半期包括利益 173,626 463,094

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 174,882 463,599

少数株主に係る四半期包括利益 △1,256 △504
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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３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日

 至 平成25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 1,192,640 2,165,324

減価償却費 325,311 348,064

のれん償却額 34,800 32,510

減損損失 22,803 37,748

賞与引当金の増減額（△は減少） △69,522 △258,052

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 444 △4,411

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,023 130,659

受取利息及び受取配当金 △4,674 △4,956

段階取得に係る差損益（△は益） △11,724 －

持分法による投資損益（△は益） 27,617 1,774

有価証券利息 △1,203 －

投資有価証券売却損益（△は益） 9,020 －

投資有価証券評価損益（△は益） 134,302 －

固定資産除却損 13,076 9,023

売上債権の増減額（△は増加） 141,920 91,711

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,459 760

仕入債務の増減額（△は減少） 8,721 △15,545

未払金の増減額（△は減少） △9,956 84,942

その他 57,916 △86,849

小計 1,878,059 2,532,704

利息及び配当金の受取額 4,946 4,526

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △484,536 △1,001,777

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,398,470 1,535,453

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △605 －

投資有価証券の取得による支出 △1,187 △40,000

投資有価証券の売却による収入 10,980 280

有形固定資産の取得による支出 △34,346 △67,147

有形固定資産の除却による支出 － △5,367

無形固定資産の取得による支出 △263,994 △279,312

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 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△72,613 －

敷金及び保証金の差入による支出 △644 △3,222

敷金及び保証金の回収による収入 108,844 290

資産除去債務の履行による支出 － △89,383

投資活動によるキャッシュ・フロー △248,845 △483,863

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 2,651 2,814

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 △27 △43

配当金の支払額 △69,411 △122,259

財務活動によるキャッシュ・フロー △66,787 △107,863

現金及び現金同等物に係る換算差額 851 1,052

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,083,688 944,780

現金及び現金同等物の期首残高 3,413,078 6,940,319

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
（△は減少）

－ △8,053

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,496,767 7,877,046
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当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日) 

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31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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