
  

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) １ 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有 

   ２ 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予定で 

     す。平成26年３月期の配当予想については、当該分割後の発行済株式総数に基づき計算しております。 

        株式分割考慮前の１株当たりの期末配当金予想は9.90円となります。 

  

(注) １ 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 

   ２ 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予定で  

     す。１株当たり当期純利益は、当該分割後の発行済株式総数に基づき計算しております。  

        株式分割考慮前の１株当たり当期純利益予想は50.06円となります。 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９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２四半期 6,852 24.6 1,413 50.0 1,412 53.4 826 57.4
25年３月期第２四半期 5,500 14.1 942 274.6 921 244.7 525 604.3

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 819百万円(56.2％) 25年３月期第２四半期 524百万円(645.3％)

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２四半期 44 00 43 91
25年３月期第２四半期 27 99 27 94

（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２四半期 12,018 9,739 81.0
25年３月期 11,553 9,064 78.4

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 9,733百万円  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

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



 

  

  

・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。 

  

・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25年11月15日（金）・・・・・・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２Ｑ 18,805,000株 25年３月期 18,794,600株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 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２Ｑ 18,787,210株 25年３月期２Ｑ 18,761,420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２四半期連結累計期間（以下、当第２四半期）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２四半期における連結業績は、売上高6,852,265千円（前年同四半期連結累計期間比

24.6％増）、営業利益1,413,567千円（同50.0％増）、経常利益1,412,955千円（同53.4％増）、四半期純
利益826,596千円（同57.4％増）となりました。 
なお、平成25年５月14日に発表いたしました通期業績予想に対し、売上高・営業利益以下の各利益の進

捗が当初想定より大幅に上回っているため、平成25年11月13日に通期業績予想の修正を発表いたしまし
た。詳細は「第２四半期累計期間業績予想と実績値との差異及び通期業績予想の修正並びに配当予想の修
正に関するお知らせ（以下、修正予想）」をご覧ください。 
  
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。 

(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△197,739千円であります。 

  
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

11月13日発表の「2014年３月期 第２四半期 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9,728,244千円となり、前連結会計年度末（以下、前期末）に比べ518,091千円増
加しております。主な要因は、現金及び預金の増加667,900千円及び、売掛金の減少45,475千円等で
あります。 
固定資産の残高は2,290,045千円となり、前期末に比べ53,329千円減少しております。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83,873千円及び、無形固定資産の減価
償却等による無形固定資産の減少35,827千円や、投資有価証券の取得41,746千円による増加、繰延税
金資産の増加21,182千円等であります。 
以上の結果、資産合計は12,018,289千円となり、前期末に比べ464,762千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 6,787,139 ＋24.6 1,452,551 ＋27.4

(2) その他事業(注１) 65,125 ＋19.0 △38,984 (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2,107,681千円となり、前期末に比べ228,358千円減少しております。主な要因
は、賞与引当金の減少76,030千円及び、未払法人税等の減少101,429千円や、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171,035千円となり、前期末に比べ17,897千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2,278,716千円となり、前期末に比べ210,460千円減少しております。 

  

 (純資産) 

純資産の残高は9,739,572千円となり、前期末に比べ675,222千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826,596千円や、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。 

  

最近の業績の動向等を踏まえ、平成25年11月13日発表の修正予想のとおり、平成25年５月14日に発表の
平成26年３月期の連結業績予想を変更いたしました。 

  

平成26年３月期 通期連結業績予想数値の修正（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 

  
詳細に関しては、当社IRサイトより、平成25年11月13日発表の修正予想及び「2014年３月期 第２四半

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）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回発表予想（Ａ） 13,041 1,322 1,314 741

今回修正予想（Ｂ） 14,282 1,690 1,687 940

増 減 額（Ｂ－Ａ）  ＋1,240 ＋368 ＋372 ＋199

増  減  率（％） ＋9.5 ＋27.8 ＋28.4 ＋26.8

（ご参考）

前期実績（平成25年３月期）
11,962 1,591 1,549 614
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

該当事項はありません。
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４．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,940,319 7,608,219 

売掛金 1,470,051 1,424,575 

たな卸資産 6,969 6,304 

繰延税金資産 267,459 178,270 

未収入金 356,646 440,590 

その他 174,417 191,890 

貸倒引当金 △5,712 △121,607 

流動資産合計 9,210,152 9,728,244 

固定資産   

有形固定資産   

建物 650,463 509,626 

減価償却累計額 △269,934 △208,717 

建物（純額） 380,529 300,909 

工具、器具及び備品 718,177 699,751 

減価償却累計額 △567,777 △553,604 

工具、器具及び備品（純額） 150,400 146,146 

有形固定資産合計 530,929 447,056 

無形固定資産   

のれん 130,042 108,369 

ソフトウエア 655,863 630,120 

ソフトウエア仮勘定 70,114 83,138 

その他 31,899 30,464 

無形固定資産合計 887,920 852,093 

投資その他の資産   

投資有価証券 44,812 86,559 

固定化営業債権 31,997 45,162 

繰延税金資産 123,039 144,221 

敷金及び保証金 744,702 747,805 

その他 4,677 3,140 

貸倒引当金 △24,705 △35,994 

投資その他の資産合計 924,524 990,895 

固定資産合計 2,343,374 2,290,045 

資産合計 11,553,526 12,018,289 
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 75,228 46,216 

未払金 888,541 1,033,433 

未払法人税等 643,347 541,917 

賞与引当金 363,189 287,158 

役員賞与引当金 16,000 7,726 

資産除去債務 100,538 － 

その他 249,193 191,228 

流動負債合計 2,336,039 2,107,681 

固定負債   

資産除去債務 153,137 171,035 

固定負債合計 153,137 171,035 

負債合計 2,489,177 2,278,716 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,996,060 1,997,147 

資本剰余金 2,539,261 2,540,348 

利益剰余金 4,498,492 5,166,678 

自己株式 △7,875 △7,918 

株主資本合計 9,025,939 9,696,255 

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 2,536 

為替換算調整勘定 30,023 34,281 

その他の包括利益累計額合計 31,255 36,818 

少数株主持分 7,154 6,498 

純資産合計 9,064,349 9,739,572 

負債純資産合計 11,553,526 12,018,289 
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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24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

売上高 5,500,292 6,852,265 

売上原価 163,555 206,643 

売上総利益 5,336,737 6,645,621 

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 1,386,384 1,726,975 

貸倒引当金繰入額 5,596 11,879 

給料及び手当 1,032,981 1,111,038 

賞与引当金繰入額 175,335 285,242 

役員賞与引当金繰入額 6,000 7,726 

減価償却費 194,812 254,266 

のれん償却額 23,963 21,673 

その他 1,569,161 1,813,251 

販売費及び一般管理費合計 4,394,235 5,232,054 

営業利益 942,501 1,413,567 

営業外収益   

受取利息 2,900 2,155 

受取配当金 1,654 1,601 

補助金収入 － 3,333 

違約金収入 － 5,080 

償却債権取立益 1,642 465 

その他 661 1,571 

営業外収益合計 6,858 14,207 

営業外費用   

持分法による投資損失 15,274 － 

為替差損 － 5,545 

固定資産除却損 13,076 8,276 

その他 2 998 

営業外費用合計 28,354 14,819 

経常利益 921,005 1,412,955 

特別損失   

投資有価証券売却損 9,020 － 

減損損失 22,803 9,118 

特別損失合計 31,823 9,118 

税金等調整前四半期純利益 889,181 1,403,837 

法人税、住民税及び事業税 378,503 523,424 

法人税等調整額 △14,495 67,434 

法人税等合計 364,007 590,858 

少数株主損益調整前四半期純利益 525,174 812,978 

少数株主損失（△） △0 △13,618 

四半期純利益 525,174 826,596 
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 四半期連結包括利益計算書 
 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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 525,174 812,978 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,368 1,304 

為替換算調整勘定 687 5,109 

その他の包括利益合計 △681 6,414 

四半期包括利益 524,493 819,392 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 524,493 832,158 

少数株主に係る四半期包括利益 △0 △12,766 
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 第２四半期連結会計期間 
 四半期連結損益計算書 

 

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成24年７月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成25年７月１日 

 至 平成25年９月30日) 

売上高 2,763,022 3,454,130 

売上原価 82,142 104,477 

売上総利益 2,680,880 3,349,653 

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 756,868 952,932 

貸倒引当金繰入額 2,854 6,077 

給料及び手当 502,243 566,466 

賞与引当金繰入額 87,214 194,194 

役員賞与引当金繰入額 3,000 3,863 

減価償却費 98,187 122,697 

のれん償却額 10,836 10,836 

その他 799,013 941,761 

販売費及び一般管理費合計 2,260,218 2,798,830 

営業利益 420,661 550,823 

営業外収益   

受取利息 1,436 1,164 

受取配当金 1,650 1,597 

違約金収入 － 5,080 

償却債権取立益 1,615 346 

その他 107 1,161 

営業外収益合計 4,810 9,351 

営業外費用   

持分法による投資損失 4,715 － 

固定資産除却損 12,567 2,084 

その他 54 931 

営業外費用合計 17,336 3,015 

経常利益 408,134 557,158 

特別利益   

投資有価証券評価損戻入益 10,300 － 

特別利益合計 10,300 － 

特別損失   

投資有価証券売却損 9,020 － 

減損損失 22,803 － 

特別損失合計 31,823 － 

税金等調整前四半期純利益 386,611 557,158 

法人税、住民税及び事業税 146,017 149,801 

法人税等調整額 12,474 98,945 

法人税等合計 158,492 248,747 

少数株主損益調整前四半期純利益 228,118 308,411 

少数株主損失（△） △0 △1,444 

四半期純利益 228,118 309,855 
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 四半期連結包括利益計算書 

 

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成25年７月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 228,118 308,411 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △444 121 

為替換算調整勘定 △1,372 1,479 

その他の包括利益合計 △1,817 1,601 

四半期包括利益 226,301 310,012 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 226,301 311,241 

少数株主に係る四半期包括利益 △0 △1,228 
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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24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 889,181 1,403,837 

減価償却費 195,683 254,108 

のれん償却額 23,963 21,673 

減損損失 22,803 9,118 

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,315 △76,030 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,000 △8,274 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,479 127,184 

受取利息及び受取配当金 △3,690 △3,756 

持分法による投資損益（△は益） 15,274 － 

有価証券利息 △864 － 

投資有価証券売却損益（△は益） 9,020 － 

固定資産除却損 13,076 8,276 

売上債権の増減額（△は増加） 110,453 63,545 

たな卸資産の増減額（△は増加） 324 665 

仕入債務の増減額（△は減少） 3,842 △28,134 

未払金の増減額（△は減少） 3,522 71,374 

その他 △19,624 △203,740 

小計 1,267,763 1,639,848 

利息及び配当金の受取額 4,580 3,367 

法人税等の支払額 △293,920 △609,394 

営業活動によるキャッシュ・フロー 978,423 1,033,820 

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 △864 － 

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 △22,872 △32,871 

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 △206,318 △122,382 

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 △308 △3,098 

敷金及び保証金の回収による収入 3,238 95 

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 △212,028 △252,728 

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 1,768 2,173 

少数株主からの払込みによる収入 － 11,624 

配当金の支払額 △69,186 △122,115 

自己株式の取得による支出 △10 △43 

財務活動によるキャッシュ・フロー △67,428 △108,361 

現金及び現金同等物に係る換算差額 776 3,138 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 699,742 675,869 

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）

－ △7,969 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,112,820 7,608,219 
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   当第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日) 

 該当事項はありません。 

  

   当第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９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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