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平成２０年１月２９日 

各      位 

会 社 名  株 式 会 社 ネ ク サ ス 

代表者名  代 表 取 締 役 社 長  香 川  等 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード２７９９） 

問合せ先  管 理 本 部  Ｉ Ｒ 広 報 課 

電話番号 ０ １ ２ ０ － ０ ４ ５ － ０ ３ ６ 

特別損失の発生ならびに平成20年５月期中間業績予想との差異 

および通期業績予想の修正に関するお知らせ 

平成20年５月期中間期において特別損失が発生する見込みとなりましたので、下記のとおりその概

要をお知らせするとともに、平成20年５月期（平成19年６月１日～平成20年５月31日）の業績予想に

ついて、平成19年11月２日付の当社「特別損失の発生および業績予想の修正に関するお知らせ」にて

公表いたしました業績予想を下記のとおり修正いたします。 

記 

１．特別損失の概要 

当社およびグループ子会社の事業計画を見直した結果、平成20年５月期中間期連結業績において、

新たに次の特別損失が発生する見込みであります。 

特別損失は、連結で約９億円（前回予想比約７億円増）、個別で約13億円（前回予想比約10億円

増）となる見込みであり、主な理由は次のとおりであります。 

なお、金額につきましては、発表日現在の見込額であります。 

（１）連結                               （単位：百万円） 

 
中間期 

（前回見込み） 
中間期 

（今回見込み） 
差異 

①事業再編損失 ─ 321 321

②臨時償却費 ─ 257 257

③固定資産除却損 54 73 19

④棚卸資産評価損 30 39 9

⑤その他 65 188 125

合計 150 881 731

①事業再編損失 

法人ソリューション事業における再編により、関西および中国エリアへの事業統合に伴う

事業所の解約金および内装工事等資産除却など181百万円を計上する予定であります。 

また、ウェブ事業の一部である、ショッピングサーチサイト（インターネットショップの
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検索サイト）「N's STREET」の事業廃止により、代理店契約およびリース契約の解除に伴う

事業再編損失140百万円を計上する予定であります。 

②臨時償却費 

子会社であるＳＢＩリアルマーケティング株式会社のリース事業において、契約顧客の事

業活動が先行き不安定であるため、臨時償却費257百万円を計上する予定であります。 

③固定資産除却損 

前回に発表いたしました、携帯電話販売店「モバイラーズステーション」の不採算店舗の

精査による退店に伴う固定資産除却損に加え、子会社であるＳＢＩリアルマーケティング株

式会社の固定資産除却損などの73百万円を計上する予定であります。 

④棚卸資産評価損 

前回予想に加え、ノンコア事業の規模縮小に伴う在庫の評価損９百万円を計上する予定で

あります。 

（２）個別                               （単位：百万円） 

 
中間期 

（前回見込み） 
中間期 

（今回見込み） 
差異 

①投資損失引当金繰入 180 743 617

②事業再編損失 ─ 321 321

③関係会社株式評価損 68 115 47

④固定資産除却損 54 46 △8

⑤その他 7 68 6

合計 310 1,295 985

①投資損失引当金繰入 

子会社であるＳＢＩリアルマーケティング株式会社が、当中間期末において債務超過額が

増加する見込みであることから、前回予想の180百万円に加え、投資損失引当金繰入額563百

万円が発生する見込みであります。 

②事業再編損失 

上記（１）の①と同様であります。 

③関係会社株式評価損 

前回予想の68百万円に加え、当中間期において、子会社である株式会社イリアスの純資産

が資本の50％を下回る見込みであることから、当社が保有する同社の株式について、関係会

社株式評価損47百万円が発生する見込みであります。 

④固定資産除却損 

携帯電話販売店「モバイラーズステーション」の不採算店舗の退店に伴う固定資産除却損

などの46百万円を計上する予定であります。 
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２．平成20年５月期中間業績予想の修正（平成19年６月１日～平成19年11月30日） 

（連結） （単位：百万円）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回予想（A） 11,850 △1,260 △1,350 △1,200

今回修正（B） 11,980 △1,550 △1,720 △2,290

増 減 額（B－A） 130 △290 △370 △1,090

増 減 率 1.1% ― ― ―

【ご参考】前中間期実績 7,681 △3,336 △3,541 △4,447

（個別） （単位：百万円）

  売上高 経常利益 経常利益 当期純利益 

前回予想（A） 9,970 △1,090 △1,050 △1,130

今回修正（B） 10,240 △1,220 △1,230 △2,290

増 減 額（B－A） 270 △130 △180 △1,160

増 減 率 2.7% ― ― ―

【ご参考】前中間期実績 7,179 △2,941 △2,935 △4,167

３．中間業績予想修正理由 

（１）連結売上高 

平成20年５月期中間期セグメント別中間連結売上高予想の修正 （単位：百万円）

セグメント 
前回予想 

（A） 

今回修正 

（B） 

増減額 

（B－A） 
増減率 

【ご参考】

前中間期実

績 

情報インフラ事業 7,420 7,840 420 5.7% 4,029

法人ソリューション事業 3,050 2,850 △200 △6.6% 2,410

ファイナンス事業 860 840 △20 △2.3% 276

その他の事業 510 440 △70 △13.7% 965

連結売上高合計 11,850 11,980 130 1.1% 7,681

（注）今回より事業の再編に伴い、種類別セグメントを変更しております。 

変更内容といたしましては、従来区分しておりました「ウェブ事業」および「その他の事業」の一部

である「人材派遣」を「情報インフラ事業」に含めることとし、「情報インフラ事業」の一部である

「法人向け携帯電話」および「その他の事業」の一部である「サービスサポート」を「法人ソリュー

ション事業」に含めることといたしました。 

また、前回予想および前中間期実績は、上述のセグメント変更を考慮した売上高の数値を表示して

おります。 

なお、下記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成し

たものであり、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
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連結売上高は約120億円（前回予想比約１億円増）となる見込みであり、主な理由は次のとおり

であります。 

・情報インフラ事業：携帯電話の販売計画未達および対応策の実施等 

情報インフラ事業の主要商材である携帯電話の販売におきまして、販売店「モバイラーズ

ステーション」の店舗あたりの販売数量が減少していたことから、前回の予想修正を行いま

したが、採算性の向上を図るべく出店場所の再選定を行った結果、前回予想に比べ、携帯電

話の売上高は約７億円増の約67億円となり、情報インフラ事業の売上高は約78億円（前回予

想比約４億円増）となる見込みであります。 

・法人ソリューション事業：ITソリューションパックの販売計画未達等 

ITソリューションパックの販売におきまして、営業生産性の向上を図っておりましたが、

当初想定していた水準には回復しておらず、販売計画を下回って推移していたため、前回の

予想修正を行いました。しかしながら、市場の競合が激化しており、販売価格の値下げ合戦

により、利益率の改善が予定より遅れているため、法人ソリューション事業の売上高は約29

億円（前回予想比約２億円減）となる見込みであります。 

・ファイナンス事業：有価証券の売却等 

子会社であるＳＢＩリアルマーケティング株式会社は、今期より保有有価証券の売却を進

めており、前回の予想時点では売上高が計画を上回って推移していたため、予想修正を行い

ました。しかしながら、株式市場の低迷が起因し、予定していた保有有価証券の売却に遅れ

が生じているため、ファイナンス事業の売上高は約８億円（前回予想比約１千万円減）とな

る見込みであります。 

・その他の事業：エコロジー関連商材の販売計画未達および直販からの撤退等 

その他の事業におきましては、エコロジー関連商材（オール電化製品・太陽光発電システ

ム）の販売数量が減少しており、改善が見込まれないことから、平成19年９月より段階的に

直販から撤退し、平成19年11月以降は販売代理店への卸売のみとすることとしました。その

結果、エコロジー関連商材の売上高は前回の予想どおり約３億円となる見込みであり、その

他の事業の売上高は約４億円（前回予想比約７千万円減）となる見込みであります。 

（２）連結営業利益・連結経常利益 

売上高は、ほぼ前回の予想どおりに推移したものの、コア事業である情報インフラ事業、お

よび法人ソリューション事業では、市場の競争が激化しているため、利益率が低下し売上総利

益が減少するとともに、販管費は、携帯電話販売店の退店などに伴う費用が前回予想より約２

億円増加したため、営業利益は約△16億円（前回予想比約３億円減）、経常利益は約△17億円

（前回予想比約４億円減）となる見込みであります。 

（３）連結当期純利益 

特別損益につきましては、前述の特別損失の発生が見込まれるため、当期純利益は約△23億

円（前回予想比約11億円減）となる見込みであります。 

（４）個別売上高、営業利益、経常利益、当期純利益 

個別業績予想の修正につきましても、各数値および子会社における理由を除き、連結業績予

想の修正理由と概ね同様であります。 



－5－ 

４．平成20年５月期通期業績予想の修正（平成19年６月１日～平成20年５月31日） 

（連結）   （単位：百万円）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回予想（A） 23,270 △1,300 △1,400 △1,320

今回修正（B） 17,560 △2,750 △2,940 △4,050

増 減 額（B－A） △5,710 △1,450 △1,540 △2,730

増 減 率 △24.5% ─ ─ ─

【ご参考】前期実績 18,597 △4,684 △4,574 △6,505

（個別）   （単位：百万円）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回予想（A） 19,100 △1,280 △1,250 △1,300

今回修正（B） 14,680 △2,230 △2,240 △4,030

増 減 額（B－A） △4,420 △950 △990 △2,730

増 減 率 △23.1% ─ ─ ─

【ご参考】前期実績 16,836 △3,598 △3,259 △6,466

５．通期業績予想修正理由 

（１）連結売上高 

平成20年５月期通期 セグメント別連結売上高予想の修正 （単位：百万円）

セグメント 
前回予想 
（A） 

今回修正 
（B） 

増減額 
（B－A） 

増減率 
【ご参考】
前期実績 

情報インフラ事業 13,700 11,260 △2,440 △17.8 10,627

法人ソリューション事業 7,020 4,820 △2,200 △31.3 5,531

ファイナンス事業 1,920 1,030 △890 △46.4 658

その他の事業 620 450 △170 △27.4 1,779

連結売上高合計 23,270 17,560 △5,710 △24.5 18,597

（注）今回より事業の再編に伴い、種類別セグメントを変更しております。 

変更内容といたしましては、従来区分しておりました「ウェブ事業」および「その他の事業」の一部

である「人材派遣」を「情報インフラ事業」に含めることとし、「情報インフラ事業」の一部である

「法人向け携帯電話」および「その他の事業」の一部である「サービスサポート」を「法人ソリュー

ション事業」に含めることといたしました。 

また、前回予想および前中間期実績は、上述のセグメント変更を考慮した売上高の数値を表示して

おります。 

なお、下記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成し

たものであり、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
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連結売上高は約176億円（前回予想比約57億円減）となる見込みであり、主な理由は次のとお

りであります。 

・情報インフラ事業： 一部の携帯電話販売店の事業移管による減少 

前回予想におきましては、モバイラーズステーションの出店ペースを落とし、収益性の

低い店舗を退店した上で、出店場所の再選定を行う計画でありました。しかしながら、出

店場所の再選定の遅れに加え、店舗が急増したことによる従業員の平均販売スキルが低下

し、一店舗あたりの収益が低下していることから、早期に生産性の回復を実現し、営業利

益の確保を図るため、販売チャネルの選択と集中を実施いたします。具体的には関西エリ

ア以外のキャリアショップおよび併売店、ならびにモバイラーズステーションの全店を株

式会社光通信のグループ企業へ移管し、人件費などの経費を大幅に削減することにより、

店舗運営の営業黒字化を目指してまいります。これにより、携帯電話の売上高は約90億円

（前回予想比約24億円減）、情報インフラ事業の売上高は約113億円（前回予想比約24億円

減）となる見込みであります。 

・法人ソリューション事業：ＩＴソリューションパックの販売規模縮小による減少 

ＩＴソリューションパックの販売につきましては、新ソフトウェアおよび継続課金商材

（サービスに対する収入を継続的得られる商材）を投入することにより、利益率の向上を

見込んでおりました。しかしながら、中間期における売上高が減少したことを考慮し、販

売規模の縮小を行います。具体的には、人件費および営業所家賃などのコストを大幅に削

減し、営業利益の確保を図ってまいります。これにより、ITソリューションパックの売上

高は約26億円（前回予想比約20億円減）、法人ソリューション事業の売上高は約48億円（前

回予想比約22億円減）となる見込みであります。 

・ファイナンス事業： 

今期より保有有価証券の売却を進めておりますが、下半期におきましては、株式市場の

低迷により、売却ペースが低下することが予想され、投資事業の売上高は約４億円（前回

予想比約８億円減）、ファイナンス事業の売上高は約10億円（前回予想比約９億円減）と

なる見込みであります。 

・その他の事業： 

エコロジー関連商材（オール電化製品・太陽光発電システム）については、前述のとお

り、直販からは完全に撤退し、販売代理店への卸売のみとすることにより、エコロジー関

連商材の売上高は約３億円となる見込みであり、その他の事業の売上高は約５億円（前回

予想比約２億円減）となる見込みであります 

（２）連結営業利益・連結経常利益・連結当期純利益 

販管費は、前述のような事業の縮小、撤退および移管に伴う費用の削減などにより通期では

前回予想比約11億円減少する見込みでありますが、売上高減少により、営業利益は約△27億円

（前回予想比約15億円減）、経常利益は約△30億円（前回予想比約16億円減）、当期純利益は

約△42億円（前回予想比約28億円減）となる見込みであります。 
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（３）個別売上高、営業利益、経常利益、当期純利益 

個別業績予想の修正につきましても、各数値および子会社における理由を除き、連結業績予

想の修正理由と概ね同様であります。 

６．債務超過の解消について 

債務超過状態を打開するため、事業の選択と集中を行い、早期に固定資産および一部事業の譲

渡を行うとともに、一刻も早く営業黒字化を達成し、債務超過を解消するよう努めてまいります。 

具体的には、情報インフラ事業における、関西エリア以外のキャリアショップおよび併売店、

ならびにモバイラーズステーション全店を株式会社光通信のグループ企業へ移管、法人ソリュー

ション事業における、関西、中国エリアへの事業統合、および人員を株式会社光通信のグループ

企業、子会社である株式会社イリアスへの出向などを予定いたしております。 

これらにより、コア事業である情報インフラ事業および法人ソリューション事業での人件費お

よび事務所家賃などのコストを大幅に削減し、営業黒字を確保する所存であります。 

引き続き、株式会社光通信の指導のもと、継続的かつ強固な支援を受ける予定であります。 

７．株式会社光通信との業務提携に関する経過について 

平成19年11月12日付当社「株式会社光通信との資本・業務提携に関するお知らせ」にて公表いた

しました、業務提携の経過状況については次のとおりであります。 

（１）セグメント別の事業における取り組み 

情報インフラ事業におきましては、キャリアショップおよび併売店は関西を中心としたエリ

ア展開を行うことにより、効率的な店舗運営を進めてまいります。そのため、現在運営してお

ります関西エリア以外の店舗につきましては、今期中に全て光通信のグループ企業へ移管する

予定であります。また、モバイラーズステーションは収益構造の改善に長期間を要するとの判

断により、同様に全店を光通信のグループ企業へ移管する予定であります。 

ＤＳＬサービス「Ｙａｈｏｏ！ ＢＢ」は、光通信グループが当社の代理店となり、取次ぎを

順次開始することにより、販売数量および売上高の拡大を図ってまいります。 

法人ソリューション事業におきましては、主力商品の「ＩＴソリューションパック」はビジ

ネスモデルの再構築を行うため、販売拠点を関西・中国エリアに統合し、自社顧客に対するリ

プレイス営業に注力し、生産性重視の営業に特化してまいります。そのため、現在関東エリア

に勤務する営業人員は光通信グループに、東海・九州エリアに勤務する営業人員は株式会社光

通信との合弁会社である株式会社イリアスに出向し、法人向け携帯電話の販売に従事すること

りより、販売数量および売上高の拡大を図ってまいります。また、ＯＡ機器は引き続き商品を

光通信グループより仕入れることにより、仕入価格を低減化し、収益性を高めてまいります。 

（２）その他の業務提携による取り組み 

光通信グループの人事戦略・関連規程・人事制度などを参考に、当社におけるすべての事業

部、間接部門にて見直しを実施しており、平成20年２月より運用を開始する予定であります。

また、当社におけるシステム運用、事務所家賃、通信費、消耗品費などのランニングコストを

さらに削減するため様々なアドバイスを頂いており、順次導入していく方針であります。 

 

以   上 


