
　
【表紙】 　

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成22年11月４日

【四半期会計期間】 第16期第２四半期(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

【会社名】 株式会社ネクスト

【英訳名】 NEXT Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　井上　高志

【本店の所在の場所】 東京都中央区晴海一丁目８番12号

【電話番号】 03-6204-4064

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長　浜矢　浩吉

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区晴海一丁目８番12号

【電話番号】 03-6204-4064

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長　浜矢　浩吉

【縦覧に供する場所】 株式会社ネクスト　大阪支店

　 (大阪市北区梅田三丁目３番10号)

　 株式会社東京証券取引所

　 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

　

EDINET提出書類

株式会社ネクスト(E05624)

四半期報告書

 1/39



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15期

第２四半期連結
累計期間

第16期
第２四半期連結
累計期間

第15期
第２四半期連結
会計期間

第16期
第２四半期連結
会計期間

第15期

会計期間

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成21年
    ７月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成22年
    ７月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成22年
    ３月31日

売上高 (千円) 5,077,0205,513,1232,618,0592,613,71610,779,618

経常利益 (千円) 810,6721,336,279442,145 643,3251,991,750

四半期(当期)純利益 (千円) 436,375 899,938 244,264 603,3141,026,033

純資産額 (千円) ― ― 6,089,9397,908,8557,203,319

総資産額 (千円) ― ― 8,011,1119,072,2479,870,498

１株当たり純資産額 (円) ― ― 33,690.5042,181.4638,175.21

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 2,448.284,805.711,369.043,217.385,731.97

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 2,418.874,781.701,353.093,206.485,672.84

自己資本比率 (％) ― ― 75.2 87.2 72.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 685,386 632,833 ― ― 2,033,349

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △198,189△1,042,884 ― ― △455,438

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △32,640△124,065 ― ― 490,372

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 4,874,5655,954,1766,488,292

従業員数 (名) ― ― 503 488 509

(注)  売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、収益化が遅れていた賃貸保証事業については、平成22年７月14日に
発表の「当社連結子会社の全株式売却に関する株式譲渡契約締結に関するお知らせ」に記載のとおり、平
成22年８月２日に同事業を担う株式会社ネクストフィナンシャルサービスの全株式をホームネット株式会
社へ売却し、この株式譲渡をもって同事業から撤退いたしました。
この結果、当社グループは不動産情報サービス、地域コミュニティ、その他の３つのセグメント区分とな
りました。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動は以下のとおりであります。
　
（合併）
連結子会社である株式会社ウィルニックは、平成22年７月１日に当社が吸収合併を行ったために消
滅し、連結範囲から除外しております。 
　
（売却）
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は、平成22年８月２日にホームネット
株式会社に全株式を売却したため、連結範囲から除外しております。 
詳細につきましては、「第５ 経理の状況　注記事項　企業結合等関係」をご覧ください。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成22年９月30日現在

従業員数(名)
488
〔72〕

(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２四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22年９月30日現在

従業員数(名)
472
〔69〕

(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２四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】

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」に従い、セグメントを変
更していることから前年同四半期比は記載を省略しております。

(1) 生産実績

当第２四半期連結会計期間における生産実績をセグメント毎に示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

不動産情報サービス 6,936 ─

(注) １　生産高は不動産情報サービスにおけるWebシステム開発受託に関わるものであり、他のセグメントにおいて発

生しておりません。

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２四半期連結会計期間における受注実績をセグメント毎に示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

不動産情報サービス 16,169 ─ 800 ―

(注) １　受注高及び受注残高は不動産情報サービスにおけるWebシステム開発受託に関わるものであり、他のセグメン

トにおいて発生しておりません。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績をセグメント毎に示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比（％）

不動産情報サービス 2,603,184 ─

地域コミュニティ 7,686 ─

その他 2,845 ─

合計 2,613,716 ─

(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。

３　第１四半期連結会計期間まで区分表示しておりました「賃貸保証」は、平成22年８月２日に同セグメントに該

当する株式会社ネクストフィナンシャルサービスの全株式を譲渡し、当第２四半期連結会計期間より同社が

連結の範囲から除外されたため、記載をしておりません。
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２ 【事業等のリスク】

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」からの重要な変更は以下のとおりでありま
す。
なお、文中の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が判断したものであ
ります。

(1) 当社グループの価格体系について

当社グループの不動産情報ポータルサイト(ASPサービス)利用料の価格体系については、基本的に掲載物
件枠及びオプション使用料並びにクライアント数に応じた価格体系となっております。従いまして、掲載物
件枠及びオプション使用料並びにクライアント数の増加は当社グループが受け取る利用料の増加となりま
す。
当該価格体系については、他企業における類似商品との価格対比や当社グループ商品の付加価値の向上、
コストの変動等により、見直しを行う場合があります。
価格の見直しにより、クライアントの利用状況が大きく変化した場合や当社グループ商品に関してコス
トの変動を価格に転嫁できない場合、当社グループ業績に影響を及ぼす可能性があります。
なお、平成22年９月２日発表の「『HOME'S』の新料金体系に関するお知らせ」のとおり、平成23年１月よ
り、主力サービスである「HOME'S賃貸・不動産売買」において、これまで主流であった『HOME'S』への物件
掲載枠数により変動する課金形式から、「物件の賃料/価格」と「問合せ（メール・電話）の数」により変
動する課金形式へと変更いたします。

　
(2) 当社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について

株式会社ネクストフィナンシャルサービス（以下、NFS社）は当社グループにおいて賃貸保証事業を担っ
ておりましたが、平成22年７月14日に発表の「当社連結子会社の全株式売却に関する株式譲渡契約締結に
関するお知らせ」に記載のとおり、平成22年８月２日にNFS社の全株式をホームネット株式会社へ売却し、
この株式譲渡をもって同事業から撤退いたしました。
全株式譲渡に伴い、当該リスクの発生可能性がなくなったことから、記載を行なわないことといたしまし
た。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

株式会社ネクストフィナンシャルサービスの株式譲渡契約

当社は、平成22年７月14日付にて、当社が保有する株式会社ネクストフィナンシャルサービスの全株式を
ホームネット株式会社に譲渡する旨の「株式譲渡契約書」を締結し、平成22年８月２日にて譲渡を完了し
ております。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

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

第１四半期連結会計期間より、当社グループでは「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）を戦略の柱とし、不動産情報サービスを中心に物件網羅性の向上と住まいに
関する情報を充実させるとともに、より多くの人々が、いつでも・どこでも最適な情報を得られるサービス
を提供すべく事業展開を進めてまいりました。特に主力サービスである「HOME'S賃貸・不動産売買」にお
いては、首都圏・大都市圏を中心に営業活動を展開してまいりました。
一方、収益化が遅れていた賃貸保証事業については、平成22年７月14日にて発表の「当社連結子会社の全
株式売却に関する株式譲渡契約締結に関するお知らせ」に記載のとおり、平成22年８月２日で同事業を担
う株式会社ネクストフィナンシャルサービス（以下、NFS社）の全株式をホームネット株式会社へ売却し、
この株式譲渡をもって同事業から撤退いたしました。更に、有料職業紹介事業についても事業の縮小を決定
し、当社の強みであるインターネットサービス分野へ経営資源の集中を進めてまいりました。
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その結果、当第２四半期連結会計期間（以下、当第２四半期）における連結業績は、売上高2,613,716千円
（前年同四半期連結会計期間比0.2％減）、営業利益641,220千円（同45.6％増）、経常利益643,325千円
（同45.5％増）、四半期純利益603,314千円（同147.0％増）となりました。
売上高が減少した主な要因は、当第２四半期において事業撤退した賃貸保証事業の売上高（前年同四半
期連結会計期間188,635千円）が含まれていないためです。
なお、当第２四半期では特別損失として、NFS社の株式売却に伴う損失229,956千円を計上しております。

　
なお、当第２四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。

（単位：千円）

セグメントの名称 売上高 営業損益

(1) 不動産情報サービス 2,603,184720,355

(2) 地域コミュニティ 7,686 △70,495

(3) その他 2,845 △8,638

(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　第１四半期連結会計期間まで区分表示しておりました「賃貸保証」は、平成22年８月２日に同セグメント

に該当するNFS社の全株式を譲渡し、当第２四半期より同社が連結の範囲から除外されたため、記載をし

ておりません。

　
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22年11月
４日発表の「2011年３月期 第２四半期 決算説明資料」及び「2011年３月期　第２四半期 業績ハイライ
ト」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
・オプション商品ランキング　　・・・　「HOME'S賃貸・不動産売買」のオプション商品売上高ランキン

グ
・地域別加盟店数・物件数の状況・・・　「HOME'S賃貸・不動産売買」の日本全国の地域別加盟店数・

物件数の状況
・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

　
＜業績ハイライトの主な項目＞

・セグメント毎の損益の状況と主な取組状況
・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

　
(2) 財政状態の分析

 (流動資産)

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は7,375,764千円となり、前連結会計年度末に
比べ809,979千円減少しております。主な要因は、NFS社を連結の範囲から除外したこと等による、現金
及び預金の減少534,673千円、貸倒引当金の減少による増加135,927千円、立替金の減少278,777千円、繰
延税金資産の減少72,244千円等であります。

 (固定資産)

当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は1,696,483千円となり、前連結会計年度末に
比べ11,729千円増加しております。主な要因は、建設仮勘定の増加67,725千円、ソフトウェア仮勘定の
増加37,248千円、貸倒引当金の減少による増加96,161千円、ソフトウェアの償却等による減少82,944千
円、固定化営業債権の減少97,313千円等であります。

　
以上の結果、資産合計は9,072,247千円となり、前連結会計年度末に比べ798,250千円減少しておりま
す。
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 (流動負債)

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は1,158,819千円となり、前連結会計年度末に
比べ1,502,919千円減少しております。主な要因は、NFS社を連結の範囲から除外したこと等による、未
払法人税等の減少658,377千円、前受金の減少508,746千円、賞与引当金の減少153,631千円、保証履行引
当金の減少141,024千円、資産除去債務の増加46,439千円、本社移転損失引当金の増加74,546千円等で
あります。

 (固定負債)

当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は4,572千円となり、前連結会計年度末に比べ
867千円減少しております。これは、繰延税金負債が867千円減少したことであります。

　
以上の結果、負債合計は1,163,391千円となり、前連結会計年度末に比べ1,503,787千円減少しており
ます。

　

 (純資産)

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は7,908,855千円となり、前連結会計年度末に比
べ705,536千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899,938千円や、
配当金の支払による利益剰余金の減少121,468千円、子会社株式の追加取得による少数株主持分の減少
69,325千円であります。

　
(3) キャッシュ・フローの状況

　 　 　 （単位：千円）

区分

前第２四半期
連結会計期間

自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日

当第２四半期
連結会計期間

自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日

増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 175,993 673,619 497,625

投資活動によるキャッシュ・フロー △85,002 △809,192 △724,189

財務活動によるキャッシュ・フロー △698 △20,501 △19,803

現金及び現金同等物の増加額 90,293 △156,073 △246,367

　
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、5,954,176千円
となり、第１四半期連結会計期間末より156,073千円の減少となりました。
　

 (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、増加した資金は673,619千円となり、前年同期の結果増加した資金175,993千円と比
べ、497,625千円の増加となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が409,281千円と前年同
期に比べ32,073千円減少したものの、関係会社株式売却損を229,956千円計上したことや、未払金の増
加額が83,272千円と前年同期に比べ334,449千円増加（前年同期は未払金の減少額251,177千円）した
こと等によるものであります。

　

 (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果、減少した資金は809,192千円となり、前年同期の結果減少した資金85,002千円と比
べ、724,189千円の減少となりました。主な要因は、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出が
54,196千円あり、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出が755,245千円発生したこと等
によるものであります。

　

 (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、減少した資金は20,501千円となり、前年同期の結果減少した資金698千円と比べ、
19,803千円の減少となりました。主な要因は、配当金の支払額が13,968千円と前年同期に比べ11,040千
円増加したことや、自己株式の取得による支出7,848千円が発生したこと等によるものであります。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ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２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は791千円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

① 提出会社

当第２四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 国内子会社

当第２四半期連結会計期間において、当社が保有しております連結子会社の全株式を売却し、連結の範

囲から除外したことにより、賃貸保証に関する設備が減少しております。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四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２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11月４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 187,616 187,620
東京証券取引所
市場第一部

単元株制度は採用しておりませ
ん。

計 187,616 187,620 ― ―

(注) 　提出日現在の発行数には、平成22年11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 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２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数(個)(注)１、４ 209

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

（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、４ 418

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、新株予約権の数、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２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数(個)(注)１、５ 246

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

（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、５ 492

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、新株予約権の数、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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② 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２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数(個)(注)１、５ 726

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

（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 1,452

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。

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
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　　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17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。

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、新株予約権の数、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) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【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22年７月１日～
平成22年９月30日
(注)１、２

118 187,616 657 1,992,141 657 2,257,814

(注) １　新株予約権及び新株引受権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。

２　平成22年10月１日から平成22年10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４株、資本金

及び資本準備金がそれぞれ66千円増加しております。

　

(6) 【大株主の状況】

平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

井上　高志 東京都江東区 70,235 37.44

楽天株式会社 東京都品川区東品川４丁目12－３ 30,000 15.99

成田　隆志 東京都江東区 13,158 7.01

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 9,836 5.24

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８－11 8,175 4.36

野村信託銀行株式会社（投信
口）

東京都千代田区大手町２丁目２－２ 4,618 2.46

プロスペクト　ジャパン　ファン
ド　リミテッド（常任代理人　香
港上海銀行東京支店）

TRAFALGAR COURT, LES BANQUES, ST. PETER PORT,
GUERNSEY, CHANNEL ISLANDS, U.K.
（東京都中央区日本橋３丁目11－１）

2,563 1.37

モルガンスタンレーアンドカン
パニーインク（常任代理人　モル
ガン・スタンレーＭＵＦＧ証券
株式会社）

1585 Broadway New York, New York 10036, U.S.
A.（東京都渋谷区恵比寿４丁目20－３恵比寿ガー
デンプレイスタワー）

1,672 0.89

メロン　バンク　トリーティー　ク
ライアンツ　オムニバス（常任代
理人　株式会社みずほコーポレー
ト銀行決済営業部）

ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA 02108
（東京都中央区月島４丁目16－13）

1,642 0.88

ネクスト従業員持株会
東京都中央区晴海１丁目８－12晴海アイランドト
リトンスクエアオフィスタワーＺ棟15階

1,530 0.82

計 ― 143,429 76.45

(注)　上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

         日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）　　　　　 9,836株

         日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）　　　 8,164株

         野村信託銀行株式会社（投信口）　　　　　　　　　　　　　 4,618株
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成22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)
（自己保有株式）

― ―
普通株式　　　120

完全議決権株式(その他) 普通株式　187,496 187,496単元株制度は採用しておりません。

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 普通株式　187,616 ― ―

総株主の議決権 ― 187,496 ―

　

② 【自己株式等】

平成22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(％)

（自己保有株式）
株式会社ネクスト

東京都中央区晴海
一丁目８番12号

120 ― 120 0.06

計 ― 120 ― 120 0.06

 (注) 当社は、平成22年７月１日を効力発生日として、当社子会社であった株式会社ウィルニックを吸収合併いたしま

した。この吸収合併に伴い、会社法第797条第１項の規定による当社株式の買取請求があったことにより、自己株

式120株の買取りを行っております。

　

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22年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 85,30082,80079,60070,70071,60073,000

最低(円) 68,30061,30062,80060,70061,30062,800

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。

　

EDINET提出書類

株式会社ネクスト(E05624)

四半期報告書

18/39



　

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、次のとおりでありま

す。

(1) 新任役員

該当事項はありません。

　

(2) 退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

監査役 － 島村　達夫 平成22年９月11日

(注)　島村達夫氏は、平成22年９月11日、死亡により退任いたしました。

　

(3) 役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役社長
兼新規事業本部長

代表取締役社長 井上　高志 平成22年10月１日

取締役 執行役員
経営戦略本部長

取締役 常務執行役員
新規事業本部長

板谷　隆一 平成22年10月１日

取締役 執行役員
管理本部長

取締役 執行役員
管理本部長 兼人事部長

浜矢　浩吉 平成22年10月１日
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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。

なお、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則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、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１

日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日

まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、有限責任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。
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,443,745 4,978,419

売掛金 768,086 792,909

有価証券 1,510,430 1,509,873

たな卸資産 ※1
 8,042

※1
 5,619

繰延税金資産 230,563 302,808

未収入金 290,270 340,984

立替金 － ※2
 278,777

その他 168,093 155,747

貸倒引当金 △43,468 △179,396

流動資産合計 7,375,764 8,185,743

固定資産

有形固定資産

建物 154,580 115,208

減価償却累計額 △66,964 △43,816

建物（純額） 87,615 71,391

工具、器具及び備品 539,095 502,116

減価償却累計額 △381,245 △349,837

工具、器具及び備品（純額） 157,849 152,278

その他 186,690 118,965

有形固定資産合計 432,155 342,635

無形固定資産

のれん 15,000 20,000

ソフトウエア 627,661 710,605

ソフトウエア仮勘定 42,007 4,758

その他 2,153 2,691

無形固定資産合計 686,822 738,055

投資その他の資産

投資有価証券 20,601 18,350

固定化営業債権 ※4
 57,286

※4
 154,599

繰延税金資産 77,649 71,864

敷金及び保証金 440,013 449,662

その他 30,714 54,508

貸倒引当金 △48,759 △144,921

投資その他の資産合計 577,505 604,063

固定資産合計 1,696,483 1,684,754

資産合計 9,072,247 9,870,498
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 25,057 24,211

未払金 555,448 622,882

未払法人税等 31,788 690,165

賞与引当金 267,138 420,770

役員賞与引当金 － 3,600

保証履行引当金 － 141,024

本社移転損失引当金 ※5
 74,546 －

資産除去債務 46,439 －

その他 158,399 759,084

流動負債合計 1,158,819 2,661,738

固定負債

繰延税金負債 4,572 5,439

固定負債合計 4,572 5,439

負債合計 1,163,391 2,667,178

純資産の部

株主資本

資本金 1,992,141 1,990,605

資本剰余金 2,535,342 2,533,806

利益剰余金 3,391,520 2,613,051

自己株式 △7,848 －

株主資本合計 7,911,156 7,137,462

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,300 △3,469

評価・換算差額等合計 △2,300 △3,469

少数株主持分 － 69,325

純資産合計 7,908,855 7,203,319

負債純資産合計 9,072,247 9,870,498

EDINET提出書類

株式会社ネクスト(E05624)

四半期報告書

22/39



(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 5,077,020 5,513,123

売上原価 120,560 95,733

売上総利益 4,956,460 5,417,389

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 943,075 979,539

貸倒引当金繰入額 62,100 53,118

給料及び手当 1,068,706 1,085,917

賞与引当金繰入額 260,571 268,564

保証履行引当金繰入額 9,706 14,251

減価償却費 175,102 159,863

のれん償却額 25,341 5,000

その他 1,614,703 1,519,446

販売費及び一般管理費合計 4,159,308 4,085,702

営業利益 797,152 1,331,686

営業外収益

受取利息 1,150 898

受取配当金 778 967

消費税等差額 10,476 －

負ののれん発生益 － 3,032

その他 1,339 2,905

営業外収益合計 13,745 7,804

営業外費用

たな卸資産廃棄損 － 1,271

その他 224 1,940

営業外費用合計 224 3,211

経常利益 810,672 1,336,279

特別利益

投資有価証券売却益 188 －

特別利益合計 188 －

特別損失

固定資産売却損 74 117

固定資産除却損 716 4,392

関係会社株式売却損 － 229,956

本社移転損失引当金繰入額 － 74,546

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 22,223

特別損失合計 790 331,236

税金等調整前四半期純利益 810,070 1,005,043

法人税、住民税及び事業税 358,910 91,051

法人税等調整額 13,793 10,186

法人税等合計 372,704 101,238

少数株主損益調整前四半期純利益 － 903,804

少数株主利益 990 3,866

四半期純利益 436,375 899,938
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【第２四半期連結会計期間】
(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 2,618,059 2,613,716

売上原価 63,564 49,289

売上総利益 2,554,495 2,564,427

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 500,236 525,517

貸倒引当金繰入額 36,178 10,790

給料及び手当 538,733 507,804

賞与引当金繰入額 135,086 130,088

保証履行引当金繰入額 8,508 －

減価償却費 91,864 77,994

のれん償却額 12,670 2,500

その他 790,855 668,511

販売費及び一般管理費合計 2,114,133 1,923,206

営業利益 440,361 641,220

営業外収益

受取利息 553 441

受取配当金 778 965

助成金収入 － 1,320

その他 674 650

営業外収益合計 2,006 3,376

営業外費用

たな卸資産廃棄損 － 1,271

その他 223 1

営業外費用合計 223 1,272

経常利益 442,145 643,325

特別損失

固定資産売却損 74 －

固定資産除却損 716 4,088

関係会社株式売却損 － 229,956

特別損失合計 790 234,044

税金等調整前四半期純利益 441,354 409,281

法人税、住民税及び事業税 213,971 △165,421

法人税等調整額 △15,936 △28,611

法人税等合計 198,034 △194,033

少数株主損益調整前四半期純利益 － 603,314

少数株主損失（△） △944 －

四半期純利益 244,264 603,314
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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２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９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 810,070 1,005,043

減価償却費 175,127 159,878

のれん償却額 25,341 5,000

負ののれん発生益 － △3,032

賞与引当金の増減額（△は減少） △50,282 △130,476

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △750 △3,600

貸倒引当金の増減額（△は減少） 51,764 49,541

保証履行引当金の増減額（△は減少） 9,706 14,251

本社移転損失引当金の増減額（△は減少） － 74,546

受取利息及び受取配当金 △1,096 △1,169

有価証券利息 △833 △696

投資有価証券売却損益（△は益） △188 －

固定資産売却損益（△は益） 74 117

固定資産除却損 716 4,392

関係会社株式売却損益（△は益） － 229,956

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 22,223

売上債権の増減額（△は増加） △25,765 30,223

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,029 △2,487

立替金の増減額（△は増加） △25,580 △52,576

仕入債務の増減額（△は減少） 5,435 845

未払金の増減額（△は減少） △46,923 △50,617

前受金の増減額（△は減少） 83,437 60,127

その他 △82,479 △106,604

小計 928,805 1,304,887

利息及び配当金の受取額 1,946 1,881

法人税等の支払額 △245,364 △673,935

営業活動によるキャッシュ・フロー 685,386 632,833

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 － △280

投資有価証券の売却による収入 287 －

有形固定資産の取得による支出 △43,249 △92,108

有形固定資産の売却による収入 20 10

無形固定資産の取得による支出 △160,812 △125,617

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

－ △755,245

子会社株式の取得による支出 － △70,160

敷金及び保証金の差入による支出 △2,707 －

敷金及び保証金の回収による収入 8,272 517

投資活動によるキャッシュ・フロー △198,189 △1,042,884

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 4,462 3,072

自己株式の取得による支出 － △7,848

配当金の支払額 △37,103 △119,289

財務活動によるキャッシュ・フロー △32,640 △124,065

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 454,556 △534,116

現金及び現金同等物の期首残高 4,420,008 6,488,292

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 4,874,565

※1
 5,954,176
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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２四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)

１．連結の範囲に関する事項の変更 (1)　連結の範囲の変更

 ①連結子会社であった株式会社ウィルニックは、平成22年７月１日付

で当社が吸収合併したことにより当第２四半期連結会計期間から連結

の範囲から除外しております。

 ②株式会社ネクストフィナンシャルサービスは、平成22年８月２日付

で全株式を売却したため、当第２四半期連結会計期間の期首をみなし

売却日として連結の範囲から除外しております。

　なお、みなし売却までの損益計算書を連結しております。

 

(2)　変更後の連結子会社の数

　　 １社

 

２．会計処理基準に関する事項の変更 (1)「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基

準」(企業会計基準第18号  平成20年３月31日)及び「資産除去債務

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号  平

成20年３月31日)を適用しております。

これにより、当第２四半期連結累計期間では営業利益及び経常利

益はそれぞれ2,203千円減少しており、税金等調整前四半期純利益は

24,427千円減少しております。

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は

46,025千円であります。

 

(2)　「企業結合に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企

業会計基準第21号  平成20年12月26日)、「連結財務諸表に関する会

計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)、「『研究開発

費等に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第23号  平成20

年12月26日)、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号

  平成20年12月26日)、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準

第16号  平成20年12月26日)、「企業結合会計基準及び事業分離等会

計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号  平成20

年12月26日)を適用しております。
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【表示方法の変更】

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)

(四半期連結損益計算書関係)

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)に基づく財務諸表等規則等の一

部を改正する内閣府令(平成21年３月24日  内閣府令第５号)の適用に伴い、当第２四半期連結累計期間では、「少

数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

 

　

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)

(四半期貸借対照表関係)

前第２四半期連結会計期間まで区分掲記しておりました「前受金」は、当第２四半期連結会計期間において、そ

の重要性が低下したため、当第２四半期連結会計期間より流動負債の「その他」に含めて表示しております。なお、

当第２四半期連結会計期間の「前受金」は、11,048千円であります。

 

(四半期連結損益計算書関係)

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)に基づく財務諸表等規則等の一

部を改正する内閣府令(平成21年３月24日  内閣府令第５号)の適用に伴い、当第２四半期連結会計期間では、「少

数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

 

　

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)

一般債権の貸倒見積高の算定方法 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が、前連結会計年度末

に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年

度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。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１　仕掛品　　　　　　　　　　　　　　　 80千円

　　　貯蔵品　　　　　　　　　　　　　　7,962千円

 
　２　　　　　 ──────────

 

※１　貯蔵品　　　　　　　　　　　　　　5,619千円

 
 

※２　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。

 

　３　　　　　 ──────────

 
　３　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
被保証者に対する保証額

70,280,146千円

保証履行引当金 141,024千円

差引 70,139,121千円

 
※４　固定化営業債権は、通常の回収期間を超えて未回収

となり、回収に長期を要する債権（売掛金）でありま

す。

 

※４　固定化営業債権は、通常の回収期間を超えて未回

　　収となり、回収に長期を要する債権であります。

　　　その内訳は、次のとおりであります。

売掛金 51,207千円

立替金 103,391千円

計 154,599千円

 

※５　本社移転損失引当金

　本社移転に伴い発生する損失に備えるため、固定

資産除却損及び原状回復費用等の合理的な見積額

を計上しております。

 

　５　　　　　 ──────────
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(四半期連結損益計算書関係)

前第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)及び当第２四半期連結累計期

間(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)並びに前第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１

日　至　平成21年９月30日)及び当第２四半期連結会計期間(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30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)

　

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30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 3,365,277千円

有価証券（注） 1,509,287千円

現金及び現金同等物 4,874,565千円

 
（注）有価証券は、FFFであります。

※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 4,443,745千円

有価証券（注） 1,510,430千円

現金及び現金同等物 5,954,176千円

 
（注）有価証券は、FFFであります。

 

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日

　至　平成22年９月30日)

　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 187,616

　
２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 120

　

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月23日
定時株主総会

普通株式 121,468 650平成22年３月31日 平成22年６月24日 利益剰余金

(注) １株当たり配当額に東京証券取引所市場第一部への市場変更に伴う記念配当100円が含まれております。

　

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会

計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30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)
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売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上高 2,312,4004,533188,635112,4902,618,059― 2,618,059

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高

― 48 ― 450 498 (498) ―

計 2,312,4004,581188,635112,9402,618,557(498)2,618,059

営業利益又は営業損失(△) 542,310△72,291△26,368△5,207438,4421,919440,361

(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
　

前第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30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 4,514,89515,741334,529211,8545,077,020― 5,077,020

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高

― 48 ― 900 948 (948) ―

計 4,514,89515,789334,529212,7545,077,968(948)5,077,020

営業利益又は営業損失(△) 1,011,783△137,480△71,273△9,721793,3083,843797,152

（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

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)並びに前第２四半期連結累計
期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30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】

前第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)並びに前第２四半期連結累計
期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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【セグメント情報】

(追加情報)

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

  平成20年３月21日)を適用しております。

　
１  報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。

当社及び子会社は、主に提供するサービス内容や経済的特徴を基礎としたサービス別の事業部門を置き、

各事業部門及び子会社は取り扱うサービスについて戦略を立案し、事業活動を展開しております。

従って、当社グループは事業部門を基礎とした主にサービス別セグメントから構成されており、「不動産

情報サービス」、「地域コミュニティ」、「賃貸保証」及び「その他」の４つを報告セグメントとしており

ます。

なお、各報告セグメントに属するサービスの種類は以下のとおりとなります。
(1) 不動産情報サービス　・・・　住宅・不動産情報ポータルサイト『HOME'S』の運営、当該サービスと

シナジーのあるサービス並びに当該サービスの派生事業（広告代理
事業、システム開発・WEB制作事業等、不動産会社向け業務支援ASP
サービス「レンターズネット」、引越し見積もり等）

(2) 地域コミュニティ　　・・・　地域コミュニティサイト「Lococom(ロココム)」の運営
(3) 賃貸保証　　　　　　・・・　賃貸保証サービス（HOME'S賃貸保証）の提供
(4) その他　　　　　　　・・・　有料職業紹介事業、損害保険代理店事業等

　
２  報告セグメント毎の売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

　 　 　 (単位：千円)

　
不動産情報サー

ビス
地域コミュニ
ティ

賃貸保証 その他 合計

売上高 　 　  　 　

  外部顧客への売上高 5,215,671 16,241 268,819 12,390 5,513,123

  セグメント間の内部売上高
又は振替高

─ 1,100 ─ ─ 1,100

計 5,215,671 17,341 268,819 12,390 5,514,223

セグメント利益又は損失(△) 1,489,928△160,661 19,342 △17,156 1,331,452

(注) 「その他」は有料職業紹介事業及び保険事業になります。

　
当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

　 　 　 (単位：千円)

　 不動産情報サービス 地域コミュニティ その他 合計

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 2,603,184 7,686 2,845 2,613,716

  セグメント間の内部売上高
又は振替高

─ ─ ─ ─

計 2,603,184 7,686 2,845 2,613,716

セグメント利益又は損失(△) 720,355 △70,495 △8,638 641,220

(注) １ 「その他」は有料職業紹介事業及び保険事業になります。

　
３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項)

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)
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　 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,331,452

セグメント間取引消去 234

四半期連結損益計算書の営業利益 1,331,686

　
当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

　
　 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 641,220

セグメント間取引消去 ─

四半期連結損益計算書の営業利益 641,220

　

４  報告セグメントの変更等に関する事項

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

　第１四半期連結累計期間まで区分表示しておりました「賃貸保証」は、当第２四半期連結会計期間より

セグメント区分を廃止しております。

　これは、平成22年８月２日に賃貸保証事業を担っていた株式会社ネクストフィナンシャルサービスの全

株式を譲渡し、同事業から撤退したことによるものであります。

　これにより、当第２四半期連結会計期間より「不動産情報サービス」「地域コミュニティ」「その他」

の３つのセグメント区分となっております。
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(企業結合等関係)

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

事業分離

(1) 分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を含

む取引の概要

①　分離先企業の名称

ホームネット株式会社

②　分離した事業の内容

株式会社ネクストフィナンシャルサービス

賃貸保証事業

③　事業分離を行った主な理由

賃貸保証事業の健全な発展のため、真に必要としている利用者に向けてのサービス提供を目指し

て、賃貸保証事業をコア事業として推進していくホームネット株式会社の考えと、当該事業の位置づ

けの見直しを含め、今後の方向性を検討していた当社の考えが一致いたしました。その結果、当社グ

ループにおける事業の選択と集中の判断において株式会社ネクストフィナンシャルサービスの株式

100％をホームネット株式会社に売却することが最善であるとの判断をいたしました。

④　事業分離日

平成22年８月２日

⑤　法的形式を含むその他取引の概要に関する事項

株式売却による事業譲渡

　
(2) 実施した会計処理の概要

①　移転損益の金額

関係会社株式売却損　229,956千円

②　移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

流動資産 405,863千円

固定資産 75,765千円

資産合計 481,629千円

流動負債 877,650千円

負債合計 877,650千円

(注)　当第２四半期会計期間において626,000千円の増資を実施しておりますが帳簿価額に含まれておりませ

ん。（売却にあたり１株を１円とする対価(22千円)を受領しております。）

　
③　会計処理

移転した賃貸保証事業に関する投資は清算されたものとみて、移転したことにより受け取った対

価となる財産の時価と、移転した事業に係る株主資本相当額との差額を移転損益として認識してい

る。

　

(3) 分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称

賃貸保証

　
(4) 四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に計上されている分離し

た事業に係る損益の概算額

　 会計期間 　 累計期間

売上高 ─ 千円　 268,819千円

営業利益 ─ 千円　 19,342千円
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　 　

　 42,181円46銭
　

　 　

　 38,175円21銭
　

　

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２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

 
１株当たり四半期純利益金額

 
2,448円28銭

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

2,418円87銭
　

 
１株当たり四半期純利益金額

 
4,805円71銭

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

4,781円70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
前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 436,375 899,938

普通株式に係る四半期純利益(千円) 436,375 899,938

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) 178,237 187,264

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) 2,167 940

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826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。

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726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２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

 
１株当たり四半期純利益金額

 
1,369円04銭

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

1,353円09銭
　

 
１株当たり四半期純利益金額

 
3,217円38銭

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

3,206円48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
前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 244,264 603,314

普通株式に係る四半期純利益(千円) 244,264 603,314

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) 178,420 187,517

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) 2,103 637

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726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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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10月30日

株式会社ネクスト

取締役会  御中

　

有限責任監査法人トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　松　 本　　保　 範　　 ㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　望　 月　　明　 美　　 ㊞

　
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21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平

成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９

月30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22年

９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経

営成績並びに第２四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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成２２年１１月４日

株式会社ネクスト

取締役会  御中

　

有限責任監査法人トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　松　 本　　保　 範　　 ㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　望　 月　　明　 美　　 ㊞

　
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２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結会計

期間（平成２２年７月１日から平成２２年９月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２２年４月

１日から平成２２年９月３０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２２

年９月３０日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四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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