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(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有 

当社は、平成23年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 
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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第２四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23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 ％

24年３月期第２四半期 4,820 △12.6 251 △81.1 267 △80.0 74 △91.7

23年３月期第２四半期 5,513 8.6 1,331 67.1 1,336 64.8 899 106.2

(注) 包括利益 24年３月期第２四半期 70百万円(△92.2％) 23年３月期第２四半期 904百万円(―％)

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

24年３月期第２四半期 3 98 3 97

23年３月期第２四半期 48 06 47 82

（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 ％

24年３月期第２四半期 9,184 8,077 87.9

23年３月期 9,711 8,115 83.6

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 8,077百万円 23年３月期 8,115百万円

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

23年３月期 ― 0 00 ― 590 00 590 00

24年３月期 ― 0 00

24年３月期(予想) ― 1 90 1 90

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24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 9,899 △7.8 567 △59.7 591 △58.6 233 △85.2 12 43



  

 

 
(注)詳細は、四半期決算短信（添付資料）４ページ「２.サマリー情報(その他)に関する事項(１)会計方針の変更・会

計上の見積もりの変更・修正再表示」をご覧ください。 

  

 
 ・当社は、平成23年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。前連

結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して株式数を算定しております。 

  

・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すが、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。 

  

・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）３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。 

  

４．その他

（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

   (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（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 ： 有

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) 24年３月期２Ｑ 18,770,000株 23年３月期 18,765,000株

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 12,000株 23年３月期 12,000株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 18,755,735株 23年３月期２Ｑ 18,726,448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蓄
積・整理・統合し、情報を必要としているユーザーに対し、多様なデバイスを通じて 適な情報を提供す
ることに取り組んでおります。 
この戦略に基づき、当社が運営する日本 大級の住宅・不動産情報ポータルサイト『HOME'S』にて、平

成23年４月に物件情報検索サービスで日本初の英語・中国語対応を開始し、日本国内の約326万件（平成
23年９月平均）の物件情報を多言語で検索可能となりました。多言語化のみならず、平成24年３月期中に
東アジア・東南アジア域内の３カ国程度で事業を開始すべく検討を進めております。平成23年７月22日発
表の「タイ王国（以下、タイ）における海外子会社設立に向けた申請手続き開始のお知らせ」のとおり、
平成23年９月、タイにて当社グループ初となる海外子会社「HOME'S  PROPERTY  MEDIA(THAILAND)
CO.,LTD.」（持株比率99.9％）を設立いたしました。同社においては、当社が運営する日本 大級の住
宅・不動産情報ポータルサイト『HOME'S』と同様のサイトを開設し、同国の物件情報を同国のユーザーが
閲覧できるサービスを提供する予定です。更に、平成23年８月19日発表の「中国での不動産情報ポータル
サービス開始を目的とした出資に関するお知らせ」のとおり、中国においても不動産情報サービス事業を
提供すべく検討を進めております。 
不動産情報サービス事業の主力サービスである「HOME'S賃貸・不動産売買」は、平成23年１月より物件

掲載数に応じた課金形式から、問合せ数に応じた課金形式への変更以降、物件数は大幅に増加したもの
の、売上高は前年同月を下回っております。問合せ数を増加させることを重要な課題と位置づけ、当第２
四半期連結累計期間（以下、当累計期間）ではWEBサイトの改修や、PC・モバイル・スマートフォン各デ
バイスの集客数を向上させるための広告宣伝活動等、様々な取り組みを行ってきたものの、大幅な増加に
は至りませんでした。 
地域情報サービス事業(注)の「Lococom」においては、代表取締役社長井上の指揮のもと早期の収益化

を目指し、平成23年４月にPC・モバイルサイトを全面リニューアル、更にスマートフォンへの対応も開始
し、「ジオ×ソーシャル×リアルタイム」という要素を採り入れ、位置情報（GPS）を利用したチェック
インやクーポン利用、ソーシャルネットワーク、クチコミといった、街の活性化につながるアクションを
起こすことでポイントが付与されるサービスの提供を開始いたしました。同時にビジネスモデルを広告モ
デルからクーポン利用者数に応じた成果報酬モデルへ変更いたしましたが、サイト訪問者の増加が想定よ
り大幅に遅れ、クーポン利用者数が伸び悩み、収益の増加には至りませんでした。これに伴い、平成23年
11月９日に発表の「特別損失の計上及び第２四半期累計期間業績予想と実績値との差異に関するお知ら
せ」に記載のとおり、当累計期間にてLococomに係わる無形固定資産（ソフトウェア）全額を減損処理
し、113,500千円の減損損失を計上いたしました。 
  
その結果、当累計期間における連結業績は、売上高4,820,283千円（前年同期比12.6％減）、営業利益

251,632千円（同81.1％減）、経常利益267,254千円（同80.0％減）、四半期純利益74,567千円（同91.7％
減）となりました。 
  

(注) 当期より、「地域コミュニティ」から「地域情報サービス」へとセグメント名称を変更しております。 

なお、セグメントの名称変更によるセグメント情報に与える影響はありません。 

  
当累計期間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 セグメント間取引については、相殺消去しておりません。 

２ 前年同期の営業損益は△160,661千円であります。 
３ 前年同期の営業損益は△17,156千円であります。 
４ 前期まで区分しておりました賃貸保証事業は、平成22年８月２日に同セグメントに該当する株式会社

ネクストフィナンシャルサービスの全株式を譲渡し、平成22年７月１日より同社が連結の範囲から除
外されたためセグメント区分を廃止しております。 

  なお、賃貸保証事業における前年同期の売上高は268,819千円及び営業損益は19,342千円であります。

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（単位：千円）

セグメントの名称
売上高 営業損益

金額
前年同期比
（％）

金額
前年同期比
（％）

(1) 不動産情報サービス事業 4,776,195 △8.4 890,452 △40.2

(2) 地域情報サービス事業 14,193 △18.2 △430,611 (注２) ―

(3) その他事業 29,894 ＋141.3 △208,208 (注３) ―
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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23年

11月９日発表の「2012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6,555,820千円となり、前連結会計年度末（以下、前期末）に比べ285,921千円減
少しております。主な要因は、現金及び預金の増加1,820,955千円や、有価証券の減少1,510,964千
円、未収還付法人税等の減少359,364千円及び、売掛金の減少121,480千円であります。 
固定資産の残高は2,628,789千円となり、前期末に比べ240,939千円減少しております。主な要因

は、減価償却等による有形固定資産の減少99,165千円及び、ソフトウェア減損等による無形固定資産
の減少144,485千円であります。 
以上の結果、資産合計は9,184,610千円となり、前期末に比べ526,861千円減少しております。 

  

 (負債) 

流動負債の残高は867,120千円となり、前期末に比べ488,495千円減少しております。主な要因は、
未払金の減少338,876千円及び、賞与引当金の減少188,580千円や、未払消費税等の増加32,863千円及
び、未払法人税等の増加25,486千円であります。 
固定負債の残高は240,352千円となり、前期末に比べ238千円増加しております。これは、資産除去

債務の増加1,949千円や、繰延税金負債の減少1,711千円であります。 
以上の結果、負債合計は1,107,472千円となり、前期末に比べ488,257千円減少しております。 

  

 (純資産) 

純資産の残高は8,077,137千円となり、前期末に比べ38,603千円減少しております。主な要因は、
四半期純利益による利益剰余金の増加74,567千円や、配当金の支払による利益剰余金の減少110,642
千円であります。 

  

近の業績の動向等を踏まえ、平成23年11月９日発表の「第２四半期連結累計期間業績予想と実績値と
の差異、特別損失の計上、通期業績予想及び配当予想の修正並びに役員報酬減額に関するお知らせ」（以
下、修正予想）のとおり、平成23年５月12日に発表の平成24年３月期の連結業績予想を変更いたしまし
た。 
平成24年３月期 通期連結業績予想数値の修正（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

 
  
詳細に関しては、当社IRサイトより、平成23年11月９日発表の修正予想及び「2012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 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

 （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） 11,739 1,372 1,421 773

今回修正予想（Ｂ） 9,899 567 591 233

増 減 額（Ｂ－Ａ） △1,840 △804 △830 △540

増  減  率（％） △15.7 △58.7 △58.4 △69.9

（ご参考）

前期実績（平成23年３月期）
10,738 1,749 1,758 1,107
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（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用） 
第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２

号  平成22年６月30日)、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
指針第４号  平成22年６月30日)及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」(実務対応報
告第９号  平成22年６月30日)を適用しております。この適用により、四半期連結貸借対照表日後に
行った株式分割は、前連結会計年度の期首に行われたと仮定して１株当たり四半期純利益及び潜在株
式調整後１株当たり四半期純利益を算定しております。 
これらの会計基準等を適用しなかった場合の、前第２四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利

益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、以下のとおりです。 
１株当たり四半期純利益金額   4,805円71銭 
潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   4,781円70銭 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,196,600 5,017,555

売掛金 1,123,340 1,001,860

有価証券 1,510,964 －

たな卸資産 4,191 3,138

繰延税金資産 155,367 95,203

未収入金 276,771 225,534

未収還付法人税等 359,364 －

その他 259,945 252,764

貸倒引当金 △44,802 △40,236

流動資産合計 6,841,742 6,555,820

固定資産

有形固定資産

建物 647,016 648,488

減価償却累計額 △35,391 △87,526

建物（純額） 611,624 560,962

工具、器具及び備品 657,061 673,181

減価償却累計額 △371,613 △436,236

工具、器具及び備品（純額） 285,448 236,945

有形固定資産合計 897,072 797,907

無形固定資産

のれん 226,738 200,064

ソフトウエア 620,473 581,765

ソフトウエア仮勘定 108,687 30,018

その他 8,608 8,172

無形固定資産合計 964,507 820,021

投資その他の資産

投資有価証券 29,485 23,112

固定化営業債権 49,333 71,587

繰延税金資産 95,829 109,277

敷金及び保証金 854,704 853,669

その他 18,244 10,330

貸倒引当金 △39,448 △57,115

投資その他の資産合計 1,008,148 1,010,859

固定資産合計 2,869,728 2,628,789

資産合計 9,711,471 9,184,610
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 40,940 29,273

未払金 816,607 477,730

未払法人税等 18,870 44,356

賞与引当金 361,489 172,909

役員賞与引当金 － 5,000

その他 117,708 137,849

流動負債合計 1,355,616 867,120

固定負債

繰延税金負債 3,762 2,050

資産除去債務 236,352 238,302

固定負債合計 240,114 240,352

負債合計 1,595,730 1,107,472

純資産の部

株主資本

資本金 1,992,372 1,993,203

資本剰余金 2,535,572 2,536,403

利益剰余金 3,598,678 3,562,602

自己株式 △7,848 △7,848

株主資本合計 8,118,774 8,084,362

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △3,034 △7,225

その他の包括利益累計額合計 △3,034 △7,225

純資産合計 8,115,740 8,077,137

負債純資産合計 9,711,471 9,184,610
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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
第２四半期連結累計期間

四半期連結損益計算書
(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 5,513,123 4,820,283

売上原価 95,733 128,580

売上総利益 5,417,389 4,691,702

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 979,539 1,154,713

貸倒引当金繰入額 53,118 15,210

給料及び手当 1,085,917 1,155,415

賞与引当金繰入額 268,564 155,790

役員賞与引当金繰入額 － 5,000

保証履行引当金繰入額 14,251 －

減価償却費 159,863 243,831

のれん償却額 5,000 26,673

その他 1,519,446 1,683,435

販売費及び一般管理費合計 4,085,702 4,440,069

営業利益 1,331,686 251,632

営業外収益

受取利息 898 1,714

受取配当金 967 1,092

負ののれん発生益 3,032 －

還付加算金 － 10,204

その他 2,905 2,791

営業外収益合計 7,804 15,803

営業外費用

たな卸資産廃棄損 1,271 －

その他 1,940 181

営業外費用合計 3,211 181

経常利益 1,336,279 267,254

特別損失

固定資産売却損 117 －

固定資産除却損 4,392 40

減損損失 － 113,500

関係会社株式売却損 229,956 －

本社移転損失引当金繰入額 74,546 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 22,223 －

特別損失合計 331,236 113,541

税金等調整前四半期純利益 1,005,043 153,713

法人税、住民税及び事業税 91,051 31,224

法人税等調整額 10,186 47,922

法人税等合計 101,238 79,146

少数株主損益調整前四半期純利益 903,804 74,567

少数株主利益 3,866 －

四半期純利益 899,938 74,567
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四半期連結包括利益計算書
(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 903,804 74,567

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,169 △4,191

その他の包括利益合計 1,169 △4,191

四半期包括利益 904,974 70,376

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 901,107 70,376

少数株主に係る四半期包括利益 3,866 －
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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22年７月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 2,613,716 2,462,792

売上原価 49,289 70,508

売上総利益 2,564,427 2,392,283

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 525,517 587,402

貸倒引当金繰入額 10,790 13,050

給料及び手当 507,804 572,686

賞与引当金繰入額 130,088 12,321

役員賞与引当金繰入額 － 2,500

減価償却費 77,994 124,427

のれん償却額 2,500 13,336

その他 668,511 808,967

販売費及び一般管理費合計 1,923,206 2,134,692

営業利益 641,220 257,590

営業外収益

受取利息 441 956

受取配当金 965 1,088

助成金収入 1,320 1,360

還付加算金 － 10,204

その他 650 737

営業外収益合計 3,376 14,346

営業外費用

たな卸資産廃棄損 1,271 －

その他 1 180

営業外費用合計 1,272 180

経常利益 643,325 271,756

特別損失

固定資産除却損 4,088 －

関係会社株式売却損 229,956 －

減損損失 － 113,500

特別損失合計 234,044 113,500

税金等調整前四半期純利益 409,281 158,255

法人税、住民税及び事業税 △165,421 22,182

法人税等調整額 △28,611 50,467

法人税等合計 △194,033 72,650

少数株主損益調整前四半期純利益 603,314 85,605

四半期純利益 603,314 85,605
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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22年７月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 603,314 85,605

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 685 △3,983

その他の包括利益合計 685 △3,983

四半期包括利益 604,000 81,622

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 604,000 81,622

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23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 1,005,043 153,713

減価償却費 159,878 244,248

のれん償却額 5,000 26,673

負ののれん発生益 △3,032 －

減損損失 － 113,500

賞与引当金の増減額（△は減少） △130,476 △188,580

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,600 5,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 49,541 13,100

保証履行引当金の増減額(△は減少) 14,251 －

本社移転損失引当金の増減額（△は減少） 74,546 －

受取利息及び受取配当金 △1,169 △1,490

有価証券利息 △696 △1,316

固定資産売却損益（△は益） 117 －

固定資産除却損 4,392 40

関係会社株式売却損益（△は益） 229,956 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 22,223 －

売上債権の増減額（△は増加） 30,223 148,238

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,487 1,052

立替金の増減額（△は増加） △52,576 －

仕入債務の増減額（△は減少） 845 △11,666

未払金の増減額（△は減少） △50,617 △302,137

その他 △46,476 45,452

小計 1,304,887 245,830

利息及び配当金の受取額 1,881 2,531

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △673,935 347,519

営業活動によるキャッシュ・フロー 632,833 595,881

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 － △2,000,000

投資有価証券の取得による支出 △280 △735

有形固定資産の取得による支出 △92,108 △30,808

有形固定資産の売却による収入 10 －

無形固定資産の取得による支出 △125,617 △147,400

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

△755,245 －

子会社株式の取得による支出 △70,160 －

敷金及び保証金の差入による支出 － △331

敷金及び保証金の回収による収入 517 1,366

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,042,884 △2,177,909

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 3,072 1,662

自己株式の取得による支出 △7,848 －

配当金の支払額 △119,289 △109,643

財務活動によるキャッシュ・フロー △124,065 △107,980

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △534,116 △1,690,008

現金及び現金同等物の期首残高 6,488,292 4,707,564

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,954,176 3,017,555
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   当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23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23年４月１日 至 平成23年９月30日) 

   該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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