
 

平成 23 年 ２月 21 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. 03－5783－3604）

 

完全子会社（株式会社リッテル）の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、当社の完全子会社である株式会社リッテルを下記のとおり吸

収合併することを決議いたしましたので、お知らせいたします。  

 なお、本合併は完全子会社の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 

株式会社リッテル（以下、リッテル）は、東京大学情報基盤センター学術情報研究部門（中川研究室）と

の産学連携で設立され、「情報リテラシー」・「情報技術」・「自然言語処理」を軸とした事業展開を行ってき

ました。平成 23 年２月、株式取得により当社の完全子会社となりました。 

今般、当社を存続会社とする吸収合併を実施することにより、研究開発を加速させるとともに、人材の交

流と育成を積極的に行うことで、安定した成長基盤を築いて参ります。 

 

 

２．合併の要旨 

（1）合併の日程 

合併決議取締役会 平成 23 年２月 21 日 

合併契約書締結日 平成 23 年２月 21 日 

合併の予定日（効力発生日） 平成 23 年４月１日（予定） 

（注）本合併は、当社においては会社法第 796 条第３項に定める簡易合併であり、リッテルにおいては

会社法第 784 条第１項に定める略式合併であるため、それぞれ合併契約承認に関する株主総会を

開催いたしません。 

（2）合併方式 

当社を存続会社、リッテルを消滅会社とする吸収合併方式で、リッテルは解散いたします。 

（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 

該当事項はありません。 



３．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（存続会社）  

（連結）  

株式会社リッテル（消滅会社）  

（単体）  

(２) 事業内容  住宅･不動産情報ポータルサイト

『HOME'S』の運営 

「情報リテラシー」、「情報技術」、

「自然言語処理」を軸とした事業 

(３) 設立年月日  平成９年３月12日  平成19年４月２日  

(４) 本店所在地  東京都港区港南二丁目３番13号 (注1) 東京都文京区本郷七丁目３番１号 

(５) 代表者  代表取締役社長 井上高志  代表取締役社長 和田憲治 

代表取締役社長 井上高志 代表取締役会長 水谷治朗 

取締役常務執行役員 板谷隆一 代表取締役社長 和田憲治 

取締役執行役員 成田隆志 専務取締役 中塚寛幸 

取締役執行役員 森野竜馬 取締役 清田陽司 

取締役執行役員 浜矢浩吉 監査役 奥村眞吾 

取締役 三木谷浩史   

監査役 塚田滋   

監査役 長谷川隆 

(６) 役員の状況 

(注2) 

監査役 松嶋英機 

 

(７) 資本金  1,990百万円  100百万円  

(８) 発行済株式数  186,875株  1,916株  

(９) 純資産  7,203百万円  77百万円  

(10) 総資産  9,870百万円  134百万円  

(11) 決算期  ３月末日  ３月末日  

(12) 従業員数  509名 15名 

井上高志 37.48％ 株式会社ネクスト（注3） 100.00％

楽天株式会社 16.05％  

成田隆志 6.90％  

日本マスタートラスト信

託銀行株式会社（信託口）
4.72％

 

(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 

三菱東京UFJ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 

株式会社電通 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

ソラン株式会社 

国立大学法人東京大学 他 

（注１）平成 23 年１月に、東京都中央区晴海一丁目８番 12 号から本店を移転いたしました。 

（注２）平成 22 年 9 月 11 日をもって監査役の島村達夫氏が退任いたしました。 

（注３）平成 23 年２月３日にリッテルの全株式を取得いたしました。 



（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）  

株式会社リッテル（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 42  58 48

営業利益 1,250 998 1,979 △8  9 △27

経常利益 1,253 971 1,991 △5  12 △26

当期純利益 406 375 1,026 △5  10 △26

１株当たり当期純利益

（円） 
4,406.00 

(注4) 
2,054.11 5,731.97 △3,673.25 6,916.39 △14,069.10

１株当たり配当金（円） ― 210.00 650.00 ― ― ―

１株当たり純資産（円） 
59,342.79 

(注4) 
31,554.16 38,175.21 46,326.74 53,243.14 40,611.17

（注４）平成 20 年４月１日付けにて株式１株を２株に分割しております。 

 

 

５．合併後の状況 

（1）商 号    株式会社ネクスト 

（2）事業内容   住宅･不動産情報ポータルサイト『HOME'S』の運営 

（3）本店所在地 東京都港区港南二丁目３番 13 号 

（4）代 表 者   代表取締役社長 井上高志 

（5）資 本 金   1,992 百万円（本合併による資本金の増加はありません。） 

（6）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 


