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(百万円未満切捨て)

１．平成27年３月期第３四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26年12月31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 ％

27年３月期第３四半期 11,831 13.7 2,065 △6.3 2,051 △6.9 1,275 △0.5

26年３月期第３四半期 10,408 23.3 2,204 59.5 2,203 63.5 1,282 83.1

(注) 包括利益 27年３月期第３四半期 1,282 百万円 ( 0.0％) 26年３月期第３四半期 1,282 百万円 (83.7％)
　

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

27年３月期第３四半期 22.60 22.58

26年３月期第３四半期 22.75 22.70
（注）当社は、平成26年１月１日付で普通株式１株につき３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、「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。

（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 ％

27年３月期第３四半期 20,792 11,319 54.3

26年３月期 13,409 10,249 76.4

(参考) 自己資本 27年３月期第３四半期 11,298百万円 26年３月期 10,241百万円
　

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

26年３月期 - 0.00 - 4.74 4.74

27年３月期 - 0.00 -

27年３月期(予想) 4.92 4.92
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27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 17,895 21.8 2,162 △6.0 2,156 △6.3 1,116 △16.5 19.78
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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) 27年３月期３Ｑ 56,478,000株 26年３月期 56,449,800株

② 期末自己株式数 27年３月期３Ｑ 36,536株 26年３月期 36,536株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期３Ｑ 56,434,692株 26年３月期３Ｑ 56,371,257株

・当社は、平成26年１月１日付で普通株式１株につき３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。

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

・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。

　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・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

「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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27年２月16日（月）・・・・・・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。
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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

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３四半期連結累計期間（以下、当第３四半期）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（注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。

また、平成26年11月28日付けで、スペイン本社の他に現地拠点をおかず、欧州・北米・南米・アジア地域の世界約

40か国において、不動産・住宅、中古車、転職情報のアグリゲーションサイト(注２)を運営しているTrovit Search,

S.L.（以下、Trovit社）の持分100％を取得し、同社を連結子会社化いたしました。

Trovit社の持分取得に伴い、当第３四半期に約109億円ののれんを計上しております。同社の2015年１月～３月の

業績は売上高943,845千円、営業利益368,235千円、四半期純利益264,285千円を見込んでいます。本影響を踏まえ、

平成26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「通期業績予想の修正に関するお知らせ（注

３）」をご覧ください。

なお、「Trovit社の株式取得完了及び国際会計基準（IFRS）の任意適用に関するお知らせ」に記載のとおり、今後

の世界での事業展開を見据えて来年度に当たる平成28年３月期より従来の日本基準に替えて国際会計基準（IFRS）を

適用いたします。

（注）１ フジサンケイビジネスアイ調べ（2014年3月31日掲載）

２ アグリゲーションサイトとは、複数のサイトの情報を集積し、サイト利用者が 1 つのサイトで一括して

　 情報が閲覧できるサイトのこと

３ 参考URL：<http://www.next-group.jp/wp-content/uploads/2014/11/141113_topic.pdf>

　
これらの結果、当第３四半期における連結業績は、売上高11,831,059千円（前年同四半期連結累計期間比13.7％

増）、営業利益2,065,225千円（同6.3％減）、経常利益2,051,459千円（同6.9％減）、四半期純利益1,275,573千円（同

0.5％減）となりました。

　
当第３四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。

（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 11,712,576 　＋13.6 2,120,202 △5.8

(2) その他事業 118,482 ＋21.3 △55,342 (注２)

(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 前年同四半期の営業損益は△47,017千円であります。

　
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27年２月12日発

表の「2015年３月期 第３四半期 決算説明資料」をご覧ください。

参考URL：<http://www.next-group.jp/ir/ir-data/>
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（２）財政状態に関する説明

(資産)

流動資産の残高は6,855,410千円となり、前連結会計年度末（以下、前期末）に比べ4,254,517千円減少してお

ります。主な要因は、現金及び預金4,345,479千円の減少等であります。

固定資産の残高は13,936,771千円となり、前期末に比べ11,636,717千円増加しております。主な要因は、のれ

んによる無形固定資産の増加10,918,782千円及び、ソフトウェア開発等による無形固定資産の増加546,026千円等

であります。

以上の結果、当第３四半期末の資産合計は20,792,182千円となり、前期末に比べ7,382,199千円増加しておりま

す。

(負債)

流動負債の残高は9,283,303千円となり、前期末に比べ6,295,326千円増加しております。主な要因は、短期借

入金の増加7,000,000千円及び、未払金の減少408,483千円や、賞与引当金の減少266,749千円等であります。

固定負債の残高は189,294千円となり、前期末に比べ16,853千円増加しております。主な要因は、長期借入金の

増加14,720千円等であります。

以上の結果、当第３四半期末の負債合計は9,472,597千円となり、前期末に比べ6,312,180千円増加しておりま

す。

(純資産)

純資産の残高は11,319,584千円となり、前期末に比べ1,070,019千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1,275,573千円や、配当金の支払による利益剰余金の減少267,398千円であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年11月13日に発表した「通期業績予想の修正に関するお知らせ」に変更はありません。

業績予想に対する進捗状況に関しては、当社IRサイトより、平成27年２月12日発表の「2015年３月期 第３四半

期 決算説明資料」をご覧ください。

参考URL：<http://www.next-group.jp/ir/ir-data/>
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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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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26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,343,295 3,997,815

売掛金 1,767,769 2,052,941

有価証券 100,000 -

たな卸資産 4,747 3,496

繰延税金資産 252,305 134,766

未収入金 437,842 471,739

その他 212,168 206,242

貸倒引当金 △8,200 △11,590

流動資産合計 11,109,928 6,855,410

固定資産

有形固定資産

建物 512,378 562,502

減価償却累計額 △234,960 △278,057

建物（純額） 277,418 284,444

工具、器具及び備品 722,748 894,931

減価償却累計額 △574,269 △702,376

工具、器具及び備品（純額） 148,479 192,554

有形固定資産合計 425,898 476,999

無形固定資産

のれん 86,695 11,005,478

ソフトウエア 667,699 937,051

ソフトウエア仮勘定 274,824 551,499

その他 29,028 28,063

無形固定資産合計 1,058,247 12,522,092

投資その他の資産

投資有価証券 177,934 238,807

固定化営業債権 32,691 55,328

繰延税金資産 157,755 186,670

敷金及び保証金 471,941 479,605

その他 127,779 164,104

貸倒引当金 △152,194 △186,837

投資その他の資産合計 815,908 937,679

固定資産合計 2,300,054 13,936,771

資産合計 13,409,982 20,792,182
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 77,777 68,690

短期借入金 - 7,000,000

未払金 1,603,872 1,195,389

未払法人税等 600,499 356,192

賞与引当金 468,773 202,024

役員賞与引当金 18,605 14,895

その他 218,449 446,112

流動負債合計 2,987,977 9,283,303

固定負債

長期借入金 - 14,720

資産除去債務 172,440 174,574

固定負債合計 172,440 189,294

負債合計 3,160,417 9,472,597

純資産の部

株主資本

資本金 1,998,433 1,999,224

資本剰余金 2,541,634 2,542,425

利益剰余金 5,669,197 6,721,225

自己株式 △8,142 △8,142

株主資本合計 10,201,122 11,254,733

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,940 6,768

為替換算調整勘定 37,926 37,096

その他の包括利益累計額合計 40,866 43,865

少数株主持分 7,575 20,985

純資産合計 10,249,565 11,319,584

負債純資産合計 13,409,982 20,792,182
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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３四半期連結累計期間

四半期連結損益計算書

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 10,408,867 11,831,059

売上原価 336,233 388,476

売上総利益 10,072,633 11,442,582

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 2,633,560 3,312,480

貸倒引当金繰入額 18,044 18,934

給料及び手当 1,662,294 1,743,540

賞与引当金繰入額 102,372 187,535

役員賞与引当金繰入額 11,589 14,689

減価償却費 347,044 277,345

のれん償却額 32,510 32,510

その他 3,060,518 3,790,320

販売費及び一般管理費合計 7,867,933 9,377,357

営業利益 2,204,700 2,065,225

営業外収益

受取利息 3,354 4,035

受取配当金 1,601 -

違約金収入 5,080 -

償却債権取立益 1,636 480

その他 5,923 2,063

営業外収益合計 17,597 6,579

営業外費用

支払利息 - 1,917

持分法による投資損失 1,774 4,372

為替差損 7,259 9,743

固定資産除却損 9,023 3,307

その他 1,167 1,004

営業外費用合計 19,224 20,344

経常利益 2,203,073 2,051,459

特別損失

減損損失 37,748 -

特別損失合計 37,748 -

税金等調整前四半期純利益 2,165,324 2,051,459

法人税、住民税及び事業税 787,677 681,430

法人税等調整額 109,391 91,008

法人税等合計 897,069 772,438

少数株主損益調整前四半期純利益 1,268,255 1,279,020

少数株主利益又は少数株主損失（△） △14,204 3,447

四半期純利益 1,282,460 1,275,573
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四半期連結包括利益計算書

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,268,255 1,279,020

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,150 3,828

為替換算調整勘定 11,080 △168

その他の包括利益合計 14,231 3,660

四半期包括利益 1,282,487 1,282,681

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,295,758 1,278,572

少数株主に係る四半期包括利益 △13,271 4,108
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第３四半期連結会計期間

四半期連結損益計算書

(単位：千円)
前第３四半期連結会計期間
(自 平成25年10月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成26年10月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 3,556,602 4,080,969

売上原価 129,589 153,517

売上総利益 3,427,012 3,927,451

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 906,584 869,728

貸倒引当金繰入額 6,164 △1,080

給料及び手当 551,255 590,772

賞与引当金繰入額 95,075 179,077

役員賞与引当金繰入額 3,863 4,965

減価償却費 92,777 99,032

のれん償却額 10,836 10,836

その他 969,321 1,252,919

販売費及び一般管理費合計 2,635,879 3,006,252

営業利益 791,132 921,199

営業外収益

受取利息 1,199 840

償却債権取立益 1,170 132

その他 1,326 251

営業外収益合計 3,696 1,224

営業外費用

支払利息 - 1,917

持分法による投資損失 1,774 1,086

為替差損 1,712 5,769

固定資産除却損 747 250

その他 476 276

営業外費用合計 4,710 9,301

経常利益 790,118 913,122

特別損失

減損損失 28,630 -

特別損失合計 28,630 -

税金等調整前四半期純利益 761,487 913,122

法人税、住民税及び事業税 264,253 298,232

法人税等調整額 41,956 25,815

法人税等合計 306,210 324,048

少数株主損益調整前四半期純利益 455,277 589,074

少数株主利益又は少数株主損失（△） △586 106

四半期純利益 455,863 588,968
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四半期連結包括利益計算書

(単位：千円)
前第３四半期連結会計期間
(自 平成25年10月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成26年10月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 455,277 589,074

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,846 2,198

為替換算調整勘定 5,971 △286

その他の包括利益合計 7,817 1,912

四半期包括利益 463,094 590,987

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 463,599 590,517

少数株主に係る四半期包括利益 △504 469
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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３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31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 2,165,324 2,051,459

減価償却費 348,064 277,772

のれん償却額 32,510 32,510

減損損失 37,748 -

賞与引当金の増減額（△は減少） △258,052 △266,749

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,411 △3,710

貸倒引当金の増減額（△は減少） 130,659 17,445

受取利息及び受取配当金 △4,956 △4,035

持分法による投資損益（△は益） 1,774 4,372

固定資産除却損 9,023 3,307

売上債権の増減額（△は増加） 91,711 95,044

たな卸資産の増減額（△は増加） 760 1,250

仕入債務の増減額（△は減少） △15,545 △9,086

未払金の増減額（△は減少） 84,942 △557,757

その他 △86,849 239,683

小計 2,532,704 1,881,507

利息及び配当金の受取額 4,526 3,217

利息の支払額 - △1,917

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,001,777 △1,033,019

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,535,453 849,788

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 - △1,000,000

投資有価証券の取得による支出 △40,000 △29,988

投資有価証券の売却による収入 280 -

有形固定資産の取得による支出 △67,147 △40,238

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 △279,312 △705,521

連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得
による支出

- △11,254,129

敷金及び保証金の差入による支出 △3,222 △249

敷金及び保証金の回収による収入 290 244

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 △483,863 △13,029,883

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 - 7,000,000

株式の発行による収入 2,814 1,582

少数株主からの払込みによる収入 11,624 -

自己株式の取得による支出 △43 -

配当金の支払額 △122,259 △267,568

財務活動によるキャッシュ・フロー △107,863 6,734,013

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,052 1,456

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 944,780 △5,444,624

現金及び現金同等物の期首残高 6,940,319 8,443,295

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）

△8,053 △855

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,877,046 2,997,815
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（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）

当第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

該当事項はありません。
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