
 

平成 22 年 ５月 20 日 

各    位 

上場会社名 株 式 会 社 ネ ク ス ト

代表者名 代表取締役社長 井上 高志

（ コ ー ド 番 号  2 1 2 0  東 証 第 一 部 ）

問合せ先 取締役執行役員管理本部長 浜矢 浩吉

（TEL. 03－6204－4064）

 

連結子会社（株式会社ウィルニック）の株式取得による完全子会社化 

並びに当社による吸収合併に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の当社取締役会において、当社の連結子会社で伊藤忠商事株式会社（以下、「伊藤忠商

事」）との合弁会社である株式会社ウィルニック（以下「ウィルニック」といいます。）の株式を下記のと

おり追加取得し完全子会社とする旨を決議いたしましたのでお知らせいたします。また、同じく本日開催の

取締役会において、ウィルニックを下記のとおり吸収合併することを決議いたしましたので、あわせてお知

らせいたします。  

 なお、本合併は連結子会社の完全子会社化による簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略し

ております。  

記 

１．目的 

当社の連結子会社ウィルニックは、平成 19 年２月に、当社が 66%、伊藤忠商事が 34%を出資して設立いた

しました。同社は当社ハウジング事業、加えて伊藤忠商事の運営していた家づくりネット事業並びに伊藤忠

エレクトロニクス株式会社の運営するリフォームネット事業を譲受けることにより、大手ハウスメーカーを

中心に強いネットワークを有する伊藤忠商事グループと、工務店及び地域ビルダーを主にクライアントとす

る当社の営業力を融合させ、両社のサイト運営ノウハウを統合し、業界シェア拡大の早期実現を目標として

営業活動を行ってまいりました。 

 しかしながら、昨今のわが国の経済環境の悪化、また米国発の世界的な金融不安や円高等による景気悪化

の影響もあり、ウィルニックにおける業界シェア拡大及びサービスの収益化において、当初の見込みから乖

離が生じておりました。そのような状況の中、ウィルニックの成長戦略に関しまして両社で協議の結果、当

社の提供するサービスとの連携を最大限に活用することで更なる事業の拡大が可能との認識で一致し、今後

当社と一体となって事業を行うことによる合理化・効率化を目的として、伊藤忠商事の保有する全株式取得

し、ウィルニックを完全子会社化したうえ、当社を存続会社とする吸収合併を実施することといたしました。 

 

２．株式追加取得の要旨 

（1）取得先 

①商号：伊藤忠商事株式会社 

事業内容：総合商社 

本店所在地：東京都港区北青山二丁目５番１号 

代表者：代表取締役社長 岡藤 正広 



当社との関係 

  資本関係：当社との資本関係はありません。 

 人的関係：当社との人的関係はありません。 

 取引関係：当社との取引関係はありません。 

（2）取得日 平成 22 年６月 18 日（予定） 

（3）取得株式の総数 1,360 株（発行済株式の 34％） 

（4）取得価額の総額 69 百万円 

（5）取得後の所有株式数 4,000 株（発行済株式の 100％） 

 

３．合併の要旨 

（1）合併の日程 

合併決議取締役会 平成 22 年５月 20 日 

合併契約書締結日 平成 22 年５月 20 日 

合併の予定日（効力発生日） 平成 22 年７月１日（予定） 

（注）本合併は、会社法第 796 条第３項に定める簡易合併の規定により、当社において合併契約に関す

る株主総会の承認を得ることなく行うものであります。なお、ウィルニックは平成 22 年６月 18

日に合併契約承認の株主総会を開催いたします。 

（2）合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、ウィルニックは解散いたします。 

（3）合併比率 

本合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払いは行いません。 

（4）消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

ウィルニックは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

４．合併当事会社の概要 （平成 22 年３月 31 日現在） 

（1）商号  株式会社ネクスト（合併会社）  

（連結）  

株式会社ウィルニック（被合併会社） 

（単体）  

（2）事業内容  不動産情報ポータルサイトの運営 注文住宅会社及びリフォーム会社紹

介サイトの運営 

（3）設立年月日 平成９年３月12日  平成19年２月１日  

（4）本店所在地 東京都中央区晴海一丁目８番12号 東京都中央区晴海一丁目８番10号 

（5）代表者  代表取締役社長 井上高志  代表取締役社長 四宮雅樹 

代表取締役社長 井上高志 代表取締役社長 四宮雅樹

取締役常務執行役員 板谷隆一 取締役副社長 内藤禎俊

取締役執行役員 成田隆志 取締役 井上高志

取締役執行役員 森野竜馬 取締役 浜矢浩吉

取締役執行役員 浜矢浩吉 取締役 伊藤嘉彦

取締役 三木谷浩史 監査役 塚田滋 

監査役 塚田滋 監査役 数面浩尚

監査役 長谷川隆 

監査役 松嶋英機 

（6）役員の状況 

 

 

監査役 島村達夫 

 

（7）資本金  1,990百万円  100百万円  

（8）発行済 

株式数  

186,875株  4,000株  



（9）純資産  7,203百万円  203百万円  

（10）総資産  9,870百万円  283百万円  

（11）決算期  ３月末日  ３月末日  

（12）従業員数  509名 33名 

井上 高志 37.48％ 株式会社ネクスト 66.00％

楽天株式会社 16.05％ 伊藤忠商事株式会社 34.00％

成田隆志 6.89％

日本マスタートラスト信託

銀行株式会社（信託口） 
4.71％

（13）大株主及び

持株比率  

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 
3.41％

 

（14）主要取引 

銀行 

 

三井住友銀行、みずほ銀行、三菱東京UFJ

銀行 

三井住友銀行、みずほ銀行 

（15）主要取引先 株式会社センチュリー21・ジャパン 

株式会社アパマンショップネットワー

ク 

ジューシィ出版株式会社 他 

株式会社新昭和 

株式会社ネクスト 

セルコホーム株式会社 他 

資本関係  合併会社は、被合併会社の発行済株式

総数の66％を所有しております。

（注） 

人的関係  合併会社の役員３名が、被合併会社の

役員を兼任しております。  

取引関係  合併会社及び被合併会社間には、役務

提供等の取引関係があります。 

（16）当事者間の

関係  

関連当事者の該当状況 被合併会社は合併会社の連結子会社

であり、関連当事者に該当します。 

 （注）平成 22 年６月 18 日付で 100％の所有を予定しております。 

 

（17）最近３事業年度の主要な経営指標 （単位：百万円） 

 

 

株式会社ネクスト（合併会社） 

（連結）  

株式会社ウィルニック（被合併会社） 

（単体）  

決算期 平成20年 

3月期 

平成21年 

3月期 

平成22年 

3月期 

平成20年 

3月期 

平成21年 

3月期 

平成22年 

3月期 

売上高 7,433 8,927 10,779 308 418 431

営業利益 1,250 998 1,979 △23 24 △5

経常利益 1,253 971 1,991 △23 24 △4

当期純利益 406 375 1,026 △23 25 4

１株当たり当期純利

益（円） 
4,406.00 2,054.11 5,731.97 △5,893.04 6,270.48 1,137.60

１株当たり配当金

（円） 
― 210.00 650.00 ― ― ―

１株当たり純資産

（円） 
29,671.40 31,554.16 38,175.21 43,566.91 49,837.39 50,974.99

 

５．合併後の状況 

（1）商 号    株式会社ネクスト 

（2）事業内容   不動産情報ポータルサイトの運営 



（3）本店所在地 東京都中央区晴海一丁目８番 12 号 

（4）代 表 者   代表取締役社長 井上高志 

（5）資 本 金   1,990 百万円（本合併による資本金の増加はありません。） 

（6）総 資 産    9,736 百万円（149 百万円） 

（7）純 資 産  7,881 百万円（71 百万円） 

※(6)(7)における( )内は合併による増加見込分。２社の貸借対照表（平成 22 年３月末見込み）の合算

（２社単純合計－相殺項目）にて算出。 

（8）決 算 期    ３月末日 

 

６．合併による業績への影響の見通し 

  本合併による連結業績並びに個別業績に与える影響は軽微であります。            
 

 以   上 


