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証券コード：2120
第20期 株主通信
2014年4月1日〜2015年3月31日

簡単・便利・ワクワク！

FUTURE TECHNOLOGY

〒108-0075 東京都港区港南二丁目3番13号 品川フロントビル

一人ひとりにぴったりの「住まい探し」を支援しするため、
簡単・便利な住まい探しの仕組み、そしてその後の暮らしを
豊かにするサービスの研究・開発に取組んでいます。先進技
術の活用により、これまでにない体験を創出・提供し、より多
くの人々がワクワクするような世界をつくってまいります。

バーチャル内覧アプリケーション

部屋作りシミュレーション
システム

お部屋探し専用
天秤型ロボット

スマートキーシステム
スマートフォンで鍵をあけることが

できるシステムです。

部屋の中や、外の景色をバーチャルで確認できます。

誰でも簡単に部屋の間取りをブロックで作成。
完成した家を確認できます。

希望条件と予算を、文字通り「天秤にかけて」
感覚的に楽しみながらお部屋探しができます。
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これまでに当社はインドネシアやタイでサービス展

開をしてきましたが、Trovit社が加わり連結従業員

数755名の内128名（2015年3月末時点）が海

外子会社勤務となり、まさにGlobal Companyと

しての一歩を踏み出しました。

日本No.1から

世界No.1へ！

Trovit社のグループ化により、

世界最大規模の
不動産情報サービス事業へ

当社は総掲載物件数 No.１の不動産・住宅情報サイト『HOME'S』を中心に、人々
の生活に寄り添う様々なサービスを国内外で展開してきました。さらに、
2014年11月には世界最大級のアグリゲーションサイトを運営する
Trovit（トロヴィット） Search, S.L.（以下、Trovit 社）をグループ
化（特集ページをご覧ください）し、ネクストグループのサービス
展開は世界46カ国にまで拡大しています。今後もネクストは国
内はもちろんのこと世界中で挑戦を続けていきます。

国内の不動産市場を最優先に、長期的な成長に向けた投資もしていきます。

グループの事業戦略

国内不動産情報サービス

最優先は
圧倒的 No.1に

なること

海外事業

不動産事業者向け
サービス

既存サービス
新
規
市
場

既
存
市
場

不動産領域以外の
情報サービス

新規サービス

事業戦略の投資区分

優先順位

1

優先順位

4

優先順位

2

優先順位

3

46
カ国

サービス提供国数

1.8
億件

掲載情報

世界で通用する
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マーケティング

GLOBAL G
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国内不動産情報サービス事業

不動産事業者向けサービス
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多くの皆様のお力添えをいただき、今期の業績は
非常に順調に推移し、無事に計画を達成することが
できました。

当社の主力サービスである不動産・住宅情報サイ
ト『HOME'S』は、総掲載物件が500万件を超え、
住まいをお探しの皆様にどこよりも豊富な情報を提
供することができるようになりました。私たちが目
指しているのは、『HOME'S』を見ればすべての情報
がある、情報の網羅率100%の最大最良の住まい
のデータベースの確立であり、その点ではまだ途半
ばです。物件情報の「量」だけではなく、常に最新の
正しい情報を提供する「質」や「信頼性」の向上、選
択に役立つ周辺環境の情報等「深さ」の追及も並行
して進めています。また、膨大な情報の中から、それ
ぞれのライフスタイルや好みに合わせた住まい選
びをきめ細かくサポートするサービスやシステム
も、今後さらに拡充していきたいと考えています。 

今年発表された「平成25年住宅・土地統計調査」
によれば、空き家率は13.5%と過去最高を記録し

ました。世帯数も減少傾向になるとみられており、
不動産業界には解決しなければならない課題が山積
しています。私たちは、ITによって社会的な課題を
解消し、住まいをお探しの皆様にとっても、不動産
事業者の皆様にとっても、『HOME'S』が必要不可欠
なものとなるよう、新たなサービス創造への挑戦を
続けます。

あわせて、昨年11月に子会社化したスペインの
Trovit社との連携も強化し、国内の不動産分野にと
どまらず、世界の人々の暮らしを豊かにする巨大な
プラットフォームを構築していきます。

当社は1995年に創業し今年で20周年を迎えま
す。日本という国や、不動産という既存事業の枠組
みにとらわれず、常に高い目標を掲げて挑戦を続け、
より多くの人々に心からの「安心」や「喜び」をもた
らすサービスを提供していくことで、次の10年、
20年に向けたさらなる飛躍の第一章となるよう、
気持ちも新たに鋭意努力してまいります。

挑戦し続けることで

Global Companyとして

飛躍的に成長していきます。

トップメッセージ
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総務省発表の住民基本台帳人口移動報告では
2014年度の日本国内の移動者数は前年度比1.0%
増の513万人となりました。当社は中期的に「ネッ
ト住替えユーザーシェアNo.１」、長期的には「全住替
えユーザーシェア40%」を引き続き目指しており、
HOME'Sを国内で圧倒的なNo.１のサービスに成長
させていきます。

HOME'Sを国内No.1サービスとして確立させる
には、情報の量と質の向上に向けた投資をしつつ、使
いやすさの向上や新サービスの開発等の取組みを続け
ることが必要です。2015年3月期は戦略的な投資の
時期と位置付け、様々な取組みを実施いたしました。
例えば営業強化により加盟店数は大きく増加し、その
結果総掲載物件数も増加しました。またTVCMや電車

広告等、過去最大規模のブランディングプロモーショ
ンの実施やサイトリニューアル、スマートデバイス対
応強化といった投資により、サイト訪問者数、問合せ
数が増加しました。不動産事業者向けサービスの拡充
に向けて新サービス開発を行い、2014年7月には
DMPサービス※の提供を開始しています。

さらに不動産・住宅、求人、中古車のアグリゲーショ
ンサイトを展開するTrovit社のグループ化により、世
界展開スピードは劇的に加速しています。

これらの結果、当期の連結業績は売上高179億円
（前期比22.0％増）営業利益23億円（前期比0.6%
増）と過去最高となり、事業計画を達成することがで
きました。
※データ・マネジメント・プラットフォームの略（P.7特集/国内戦略を参照）

創業の想いでもある「HOME'Sを見ればすべての
情報がある」という状態の実現には、ユーザーと不動
産事業者双方の支援をより強化することが重要です。
ユーザーシェアを高めるためには、さらに情報の量と
質を高めることが重要であり、加盟店数を増やす必要
があります。一方で加盟店数を増やすには多くのユー
ザーを集客してメディアとしての価値を加盟店に提
供することに加え、加盟店の業務自体を支援し効率化
することで業績向上に結びつくサービスの提供が必
要となります。2016年3月期は、加盟店への業務支
援を強化するべく、新たな機能やサービス開発に注力
し、加盟店数を増やしていきます。一方でTVCMや電
車広告といったブランディングプロモーションは継
続し、HOME'Sの露出を高めながら、口コミ情報や情
報審査の強化により情報の質を高め、ユーザーに寄り
添ったサービスを目指します。利益の面ではこれまで
の取組みや投資が結実し、利益率を改善させながら大
きく飛躍できると考えております。

Trovit社の通期連結（前期は3ヶ月間のみ）により
今期より本格的に海外事業もスタートいたします。

また当社は来期より、国際会計基準（IFRS）を任
意適用することを決定しており、IFRSに基づいた

2016年3月期の連結の業績予想は、売上高241億
円、営業利益43億円、親会社の所有者に帰属する当
期利益28億円、配当予想についても1株あたり5.00
円※（前期比73.9％増）と大幅な増配となる見込みで
す。事業のみならず株主の皆様への還元も強化してま
いります。これからも株主の皆様には、よりいっそう
のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
※当社は2015年6月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割
　を行いました。

業績ハイライト

国内圧倒的No.1を目指した戦略的投資を実施。
Global Companyへの布石も打ち、売上高・営業利益では過去最高を更新

2016年3月期は、いままでの投資が結実し売上・利益ともに大きく伸長
ユーザーシェアの圧倒的No.1に向けて成長を加速させる

+22.0%
17,926

11,962
14,690

売上高（百万円）

14年3月期
通期

15年3月期
通期

13年3月期
通期

営業利益（百万円） +0.6%
2,312

1,591

2,299

14年3月期
通期

15年3月期
通期

13年3月期
通期

当期純利益（百万円）-0.1%
1,335

614

1,336

14年3月期
通期

15年3月期
通期

13年3月期
通期

+14.1%
4,860

3,913 4,260

14年3月期
通期平均

15年3月期
通期平均

13年3月期
通期平均

掲載物件数（千件）
+7.7%
64,679

55,252 60,050

14年3月期
通期平均

15年3月期
通期平均

13年3月期
通期平均

加盟店単価（円）
+13.1%
12,490

9,895
11,044

14年3月期
通期平均

15年3月期
通期平均

13年3月期
通期平均

加盟店数（店舗）

シェ
ア・
売上
拡大

へ

952

9.2%

10,319

12年3月期
通期

1,591

13.3%

11,962

13年3月期
通期

2,299

15.7%

14,690

14年3月期
通期

2,312

4,315

12.9%
17.9%

15年3月期
通期

16年3月期
通期予想

17,926

24,145

日本会計基準（J-GAAP） 国際会計基準（IFRS）

成長スピードが加速、利益率も大幅改善

来期の成長イメージ

連結売上高

営業利益率

営業利益（単位 : 百万円）

2015年3月期の振返り 2016年3月期の事業計画
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事業者側への提供サービス

ユーザーへの提供サービス

ユーザー・事業者双方に寄り添うサービスを提供し
「出逢えてよかった」をつくる

事業者向け業務支援 トピックス

ユーザー向けサービス トピックス

※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（ユーザーのニーズを最適な情報に変換する仕組み）

DB+CCS.pdf   1   15/06/05   12:10

DB+CCS※でGlobal Company を目指す

プライベートDMP提供開始

　HOME'Sと 不 動 産 会 社 の 持 つ ユ ー
ザーデータ等を統合し解析を行うこと
で、ユーザーの行動や属性に合わせて広
告やメール配信等の個別アプローチを最
適化し、資料請求、来店・来場、成約等の
確度を向上させます。

過去最大規模のプロモーションを実施

　 『HOME'S』のブランドメッセージ ”「らしく」住もう”をテーマにし
た『HOME'S』の新たなTVCMは全国投下量で前年比+40%となり、

『HOME'S』の認知度向上に寄与しました。さらにラッピングバス等も加
えた交通広告や屋外広告、YouTube広告等を複合的に展開し、ユーザー
シェアを高めています。

来店・来場キャンペーン（O2Oトラッキング）

　クライアントである不動産事業者に対
し、「来店」、「来場」、「成約」という、一歩踏
み込んだ価値を提供するため、ヤマハ株式
会社が提供する音響通信技術を利用して
訪問や成約を把握し、ユーザーに対しては
楽天スーパーポイントを付与するキャン
ペーンを開催いたしました。

家具・インテリアECサイト
 「HOME'S Style Market」 オープン
　より自分らしい暮らしを実現できるよう、住
まいの情報に加えて「家具・インテリア」情報を
提供し、直接購入することもできる『HOME'S』
初のECサイトをオープンしました。

興味
ニーズ

ラクづけ

不動産・住宅情報サイト
HOME'S

O2O トラッキング
来店・来場キャンペーン

SNS

広告コンサルティング
オーナーCRM

比較
検討

問合せ
来店
来場

契約締結 保証 決済
ローン 引越し リフォーム 保険 売却

不動産
投資

HOME'S
引越し

物件管理
建築計画

物件仕入
建築

集客
案内
追客

契約締結 火災保険 決済
ローン 媒介

不動産
投資

HOME'S 
リフォーム

MONEYMO
不動産 

売却査定
HOME'S

不動産投資

タイアップ広告

見学ノート
アプリ

HOME'S アプリ

チェックイン
アプリ

ANNEX（CMS）
DMP

レンターズネット（CRM）

覆面調査・勉強会

マイルーム保険
クレジットカード決済

HOME'S Style Market

住みかえ
保証

新築設備
保証

成約

成約

マ
ッ
チ
ン
グ

当社は経営理念に掲げる「心からの安心と喜びを得られる社会の仕組み」の提供に向けて、ユーザーに
対し最適な情報を提供するだけでなく、事業者に対しても業務の効率化や可視化といった業務支援を行っ
ております。事業者を支援することで業界全体のサービス向上に取組み、それを利用したユーザーが満足
できるような、ユーザーと事業者双方にとって欠かせないプラットフォームの構築を目指しています。

■ 総掲載物件数 No.1

■ 使いやすさ No.1

■ 利用者数 No.1

■ 情報精度 No.1

目指すもの

不動産領域の
戦術イメージ

不動産価格
参考データ

資産売買価格シミュレーター

業者間流通

スマート内覧

重説 Online 対応

保険代理店

専門業者
 （引越し会社・工務店 保険代理店等）

提供中 開発・企画中

特集 国内戦略

提供サービス一覧

ユーザー

事業者

7 8

15NE Q1 DTP kabu_05.indd   7-8 15/06/05   22:22



当社の連結子会社であるTrovit Search, S.L.は、世
界45カ国で不動産・住宅、中古車、求人の分野に特化し
たGoogleのような検索サイト（アグリゲーションサー
ビス）を運営しています。Trovitのサイトでは複数の
サイトに別々にある情報を種類ごとにまとめて掲載さ
れています。これによりTrovitのサイトを訪れたユー
ザーは複数のサイトを見て回る必要はなくなり、一度
の検索で自分が欲しい情報にアクセスすることが可能
になります。その利便性によりTrovitのサイトには月
間5,000万人を超える訪問者が訪れています。これま
で毎年4 ～ 5カ国というスピードで新たな国に展開し
ており、今後も新規展開を続けていきます。

Trovitとは

持続的な成長 成長を支える強み

=×

POINT

1

世界最大級の

ネクストとTrovitのノウハウを融合し
収益化を加速

Trovit創業のきっかけは、ネ
クスト創業のきっかけに非常
に似ています。引越しのため
に、複数のサイトで不動産情報
を検索することに苦労した実
体験がきっかけとなり、様々な
サイトに散らばる物件情報を
まとめて検索できるサイトを自分たちで作ったこ
とがTrovitの原点です。以降、同じ仕組みを使って
住宅だけではなく求人や中古車情報に範囲を広げ、
ネクストと同じように情報を探す人たちを手伝っ

てきました。今回、同じ想いを持つネクストグルー
プに加わることができたことをうれしく思ってい
ます。今後もTrovitのさらなる成長のため挑戦を
続けていきます。

テクノロジーカンパニーへ

POINT

2

特集 海外戦略

+28.3%
€22.5

€9.2

€14.6

€17.5

売上高（百万ユーロ）

2012
（1月-12月）

2013
（1月-12月）

2011
（1月-12月）

2014
（1月-12月）

45
カ国

44,000
サイト

5,000
万人

2015年5月にはTrovitの日本版と
なるTrovit Japanの提供を開始し、
Trovitの展開国は45カ国となりま
した。国や地域またサービスにより
文化や商慣習が異なりますが、今後
もTrovitの技術により、新規展開国
を増やしながら、HOME'Sが国内で
培ったノウハウを融合することで、各
国で収益化を加速したいと考えてお
ります。

ネクストと一緒にさらなる
成長のため挑戦を続けていきます

Trovit からのメッセージ

Iñaki Ecenarro

サービス提供国数 コンテンツ
パートナー数

月間利用者数

1.8
億件

掲載情報

Help anyone in any country to 
 find a home, car, job, ….

P10_point2.pdf   1   15/06/04   22:27
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第18期
（2013年3月期）

第19期
（2014年3月期）

第20期
（2015年3月期）

営業利益率 13.3% 15.7% 12.9%

自己資本比率 78.4% 76.4% 47.5%

賃貸・不動産売買掲載物件数 404万件 425万件 519万件

賃貸・不動産売買加盟店数 10,443店舗 11,639店舗 14,445店舗

POINT 1 流動資産

現金及び現金の減少 3,075 百万円、
売掛金の増加795 百万円及び、未収
入金の増加 159 百万円等の結果、
前期に比べ 2,116百万円減少してい
ます。

POINT 2 固定資産

のれんの増加 8,664 百万円、ソフト
ウェアの増加279百万円、ソフトウェ
ア仮勘定の増加 484百万円、顧客関
連資産の増加 1,100百万円及び、貸
倒引当金の減少による増加122百万
円等の結果、前期に比べ 10,609
百万円増加しています。

POINT 4 固定負債

繰延税金負債の増加386百万円及び、
長期借入金の増加 13 百万円等の結
果、前期に比べ 403 百万円増加して
います。

POINT 3 流動負債

短期借入金の増加 7,000百万円、未
払金の増加 724 百万円及び、未払
法人税等の減少 48百万円等の結果、
前期に比べ 7,907 百万円増加してい
ます。

POINT 5 純資産

当期純利益による利益剰余金の増加
1,335百万円、配当金の支払による
利益剰余金の減少 267 百万円及び、
為替換算、為替換算調整勘定の減少
898 百万円等の結果、前期に比べ
182 百万円増加しております。

今後の本格的な世界での事業展開を見据えて、2016年3月期より従来の日本会計基準に替えて国際会計基準（IFRS）を適用いたします。

 主な経営指標等

主要経営指標等・連結財務情報

 連結貸借対照表の概要

負債・純資産の部（単位:百万円）

負債・純資産

第19 期
（2014年3月31日現在）

13,409

第20期
（2015年3月31日現在）

21,903

2,987
流動負債

10,895
流動負債

172
固定負債

575
固定負債

10,249
純資産

10,431
純資産

POINT 3

POINT 4

POINT 5

資産の部（単位:百万円）

資産

第19 期
（2014年3月31日現在）

13,409

第20期
（2015年3月31日現在）

21,903

11,109
流動資産

2,300
固定資産

425
有形固定資産

1,058
無形固定資産

815
投資その他の資産

8,993
流動資産

12,909
固定資産

432
有形固定資産

11,700
無形固定資産

777
投資その他の資産

POINT 1

POINT 2

主力の不動産情報サービス事業は順調に成長。売上高、営業利益は過去最高を更新
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さらなる物件数の
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。また、Trovit社を連結子会社化する等、さらなる成長に向
けた投資を進めてまいりました。その結果、今期における連結業績は、

売上高 17,926 百万円（前連結会計年度（以下、前期）比 22.0％増）
と過去最高となりましたが、Trovit社買収に伴うのれん費用等の影
響により、営業利益 2,312 百万円（同 0.6％増）、経常利益 2,292
百万円（同 0.4％減）、当期純利益 1,335 百万円（同 0.1％減）と
なりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは 2,488 百万円（前期比 331
百万円の収入の増加）、Trovit社の買収により投資活動によるキャッ
シュ・フローは△13,362 百万円（前期比12,821百万円の支出の
増加）、Trovit社の買収に伴う借入により財務活動によるキャッシュ・

フローは 6,734 百万円（前期比 6,841 百万円の収入の増加）となり、
今期における現金及び現金同等物の残高は 4,268 百万円（前期比
△ 4,175 百万円の減少）となりました。

Trovit社の買収により、現金及び現金同等物残高は42億円となりました

現金及び現金同等物の期末残高

 連結損益計算書の概要
（単位:百万円）

第20期
（2015年3月31日現在）

売上高・営業利益・当期純利益

売上高

2,312 2,292 2,236

1,335

583

5515,030

892

売上原価

特別損失販売費及び
一般管理費

法人税等合計

営業利益 経常利益 税金等調整前 
当期純利益

当期純利益

17,926

30

10

営業外費用

営業外収益

8
少数株主利益

POINT 

POINT 

現金及び現金同等物の
期首残高

現金及び現金同等物の
期末残高

4,268
2,488

営業活動による 
キャッシュ・フロー

8,443
△ 13,362

投資活動による
キャッシュ・フロー

6,734

財務活動による 
キャッシュ・フロー

 連結キャッシュ・フロー計算書の概要 （単位:百万円）
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株式に関するお手続きについて

三井住友信託銀行 証券代行部にお問合せください。

〒168-0063 東京都杉並区和泉 2 丁目 8 番 4 号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

　  0120-782-031
受付時間／土・日・祝日を除く 9:00 ～ 17:00

株式・配当金についてのお問合せはこちらまで

口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

証券会社をご利用の株主様

事業年度 毎年4月1日から翌年3 月 31日
定時株主総会 毎年 6 月
期末配当金受領株主確定日 3 月 31日
株主名簿管理人及び
特別口座の口座管理機関

三井住友信託銀行株式会社

上場証券取引所 東京証券取引所市場第一部
（証券コード：2120）

単元株式数 100 株
公告の方法 電子公告により行います。

公告掲載の当社ホームページ
http://www.next-group.jp/
ただし、やむを得ない事由により電子公告による
公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して
行います。

 株主メモ

 会社概要  2015年3月31日現在  株式情報  2015年3月31日現在

商 　 号 株式会社ネクスト（NEXT Co.,Ltd.）

WEB サ イ ト http://www.next-group.jp/

本 　 社 〒108-0075
東京都港区港南二丁目3番13号
品川フロントビル

資 本 金 1,999百万円

設 　 立 1997年（平成9年）3月

従 業 員 数 755名／前期比185名増
（グループ連結、派遣・アルバイト社員含む）

事 業 内 容 不動産情報サービス事業
その他事業

支 店・ 営 業 所 大阪・福岡・名古屋・沖縄

主な連結子会社 株式会社レンターズ
Lifull（Thailand）Co., Ltd.
PT. Lifull Media Indonesia
Trovit Search, S.L.

代表取締役社長 井上 高志

取締役執行役員 浜矢 浩吉

取締役執行役員 山田 貴士

取締役執行役員 久松 洋祐

社外取締役 高橋 理人※1

社外取締役 森川 亮※1

常勤監査役 佐藤 健※2

社外監査役 松嶋 英機※2

社外監査役 花井 健※2

社外監査役 中森 真紀子※2

※1は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です
※2は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です

■ 株式の状況

発行済株式総数 56,496,000株
（内、自己名義株式36,536株）

株主数 1,876名
（2014年3月末比1,217名減）

■ 大株主の状況

氏名又は名称 株式数
（株） 

持株比率
（%）

井上 高志 20,470,500 36.2

楽天株式会社 9,000,000 15.9

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー
レギュラーアカウント 2,437,825 4.3

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 1,794,900 3.2

ジエーピーモルガンチエース オツペンハイマー
ジヤスデツク レンデイング アカウント 1,607,300 2.8

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 1,316,800 2.3

ザ チェース マンハッタン バンク 385036 1,092,206 1.9

メリルリンチ インターナショナル 
エクイティ デリバティブス 1,005,498 1.8

BNYM SA/NV FOR BNYM CLIENT 
ACCOUNT MPCS JAPAN 999,676 1.8

ザ バンク オブ ニューヨーク 133524 934,900 1.7

計 40,659,605 71.96

 取締役及び監査役  2015年6月26日現在

自己名義株式
36,536株

（0.1%）

個人その他
23,564,065株

（41.7%）

金融機関
4,662,100株

（8.2%）

金融商品取引業者
3,049,800株

（5.3%）

外国法人等
18,438,765株

（32.6%）
その他の法人
9,348,900株

（16.5%）

■ 株式分布状況

合計
56,496,000株

 第19期株主通信アンケートにご協力いただき誠にありがとうございました。
多くの株主様から貴重なご意見･ご要望を頂戴することができました。
ここに、お寄せいただいた回答の集計結果と主なご意見・ご要望を報告させていただきます。

 主要アンケート結果

IRを強化してほしい
　当社は、株主・投資家の皆様に対し、当社の経営状況や今後の事業戦略を正確かつ迅速にご説明することに努めてお
ります。今期は個人投資家向け説明会、ネット記事や雑誌からのインタビュー対応、また初となる海外での投資家訪問等、
国内外で情報発信を強化し、対話の機会を増やしております。今後も株主・投資家の皆様との対話を通じて、中長期的
な企業価値創造に努めてまいります。

HOME'Sの知名度向上に向けた取組みに期待します
　当社は、住まいを探す人や、不動産業界にとって『HOME'S』がなくてはならないサービスとして認められるために、
さらにサービスを拡充し、質を高める取組みを続けるとともに、より多くの人に認知されるよう、TVCM をはじめとす
るブランディングプロモーションを積極的に行ってまいりました。今回の株主通信では（P.5 ／ 2015 年 3 月期振返り、
P.6 ／ 2016 年 3 月期の事業計画）今期の取組みと、来期への意気込みをお伝えしておりますので、ぜひご覧ください。

配当を増やしてほしい
　当社の配当は当期純利益の20％を目処にしています。今期は「Trovit社の業績」及び「Trovit社の株式取得に伴うの
れん償却費」等の影響を除いた当期純利益にて計算し、1株あたり前期比1.01 円増の 5.75 円とさせていただきました。
来期は IFRS に移行しますが、IFRS ベースの親会社の所有者に帰属する純利益を元に計算し、1株あたり 5.00 円※（前
期比 73.9％増）の配当を予想しています。純資産や投資予測、成長率等を踏まえながら、将来的に配当性向を上げて
いきたいと考えています。
※当社は 2015 年 6 月 1 日付けで普通株式 1株につき 2 株の割合で株式分割を行いました。

 株主様からのご意見

第19期株主通信アンケート集計結果のご報告

今回の株主通信のどの項目に興味を持
たれましたか（複数回答可）

当社についてどのようなイメージをお
持ちでしたか（複数回答）

今後どのような IR 活動をのぞみますか

アンケートグラフ_イメージ.pdf   1   15/06/04   16:09

革新的な
33.0%

力強い
14.0%

スピーディーな
15.8%

誠実な
8.1%

親しみやすい
8.1%

知的な
5.4%

冷静な
0.5%まじめな

5.0%

安定した
6.8%

無回答
3.2%

IR 広場 Information

アンケートグラフ_興味.pdf   1   15/06/04   16:09

革新戦略
22.0%

主要経営指標・
連結財務諸表
14.4%

IR広場
2.4%

表紙
1.9%

裏表紙
（新世代へバトンタッチ）

3.3%

無回答
3.3%

社長メッセージ
20.1%

HOME'S が
不動産業界を

革新する
27.8%

会社概要
4.8%

アンケートグラフ_IR活動.pdf   1   15/06/04   16:09

個人投資家向け説明会
27.7%

社内見学会
13.9%

株主懇親会
14.5%

その他
0.6%
無回答
9.0%

ネットでの
個人投資家向け説明会

34.3%
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