
「旅色」は毎月更新！
無料で読めます！

平成22 年11月、株式会社ブランジスタが提供する、旅行ウェ
ブマガジン「旅色」が全面リニューアルいたしました。より
美しく、より幅広いユーザーを対象に楽しんでいただける
充実の内容です。是非、旅に関する情報源として「旅色」
をご活用ください。

第21期 決算ハイライト

ソリューションサービス事業

「旅色」の広告掲載数大幅増加

ブロードバンド事業

ブロードバンド事業 黒字化

5年ぶり、グループ連結業績
黒字化達成！

旅 色
http://tabiiro.jp/
旅色



主な業績推移（連結）

第21期 決算ハイライト

5年ぶり、グループ連結業績黒字化達成！
 株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申
し上げます。
　平成22年9月期におきましては、当初予想を大幅に上回る好調
な業績となり、グループ連結業績が5年ぶりに黒字化を達成したこ
とを、ご報告させていただきます。
　平成 17 年にスタートしたインターネット接続サービス
「Nexyz.BB」の先行投資により、4年間連続して損失を計上する結
果となりましたが、本年4月に会員数が17.7万会員を突破したこと
により、会員から得られるISP利用料（ストック型コミッション）に加
えて新たなオプションサービスを開始したことで収益性も向上して
きております。
　また、各事業の業績が予想を上回る水準で推移し、特に旅行ウェ
ブマガジン「旅色」においては宿泊施設や飲食店・レジャー施設等
の広告掲載数が想定以上の増加となりました。そして、グループの
総力をあげて実施した様々な経費削減施策も実り、その結果、今期
3度目となる通期連結業績の上方修正をいたしました。
　この結果、売上高は8,043百万円、営業利益252百万円、経常利
益239百万円、当期純利益72百万円となりました。
  

  当社は引き続き、ブロードバンド事業/ソリューションサービス事業/
文化教育事業の3事業の特性を最大限に活かしたビジネスを強化
してまいります。
　ブロードバンド事業では、「Nexyz.BB」の17.7万会員(平成22
年9月末現在)を、早期に20万会員にまで拡大させることを、次な
る目標として注力してまいります。
 ソリューションサービス事業では、旅行ウェブマガジン「旅色」を、
独自のコンテンツ・メディアとして成長させ、掲載施設数の増加、
広告掲載料収入の増加にともない、映画やドラマで主役級の女優

が多数出演するオンリーワンのブランド価値を高めてまいります。
　文化教育事業では、伝統文化である、きもの着付け教室等を運
営するハクビ総合学院において、日本最大級の一般参加型のき
もの・ゆかたコンテストを開催しております。毎回、著名なゲスト
審査員の招待など、ひとりでも多くの女性に和文化を学んでいた
だけるきっかけを増やし、さらなる生徒募集を目指してまいります。

　私たちはビジネスをこう考えます。ただ「作る」だけではモノ
は売れない。ただ「売る」だけでは広く普及しない。「企画力」と
「営業力」の両輪のバランスが最高の状態を保ってこそ企業は
成長していきます。社会に役立つより良いサービスの価値を徹
底的に見極め、一人ひとりのお客様に向けてわかりやすく丁寧
に伝え、様々な企業のニーズにあった付加価値の高いサービ
スを提案し、世の中に一番広く普及する方法を妥協無しに考え
抜きトップスピードで実践していきます。これがネクシィーズの
真の強みです。グループ経営によるさらなる企業価値の向上
に努め、既成概念を打ち破る高収益な事業展開を実現する
マーケティングカンパニーへ。これからも、株主の皆様のより
一層のご期待に応えられるよう全力でチャレンジするネク
シィーズ・グループにどうぞご期待ください。 

ブロードバンド事業黒字化
17.7万会員を突破、ブロードバンド事業への先行投資完了

「旅色」の広告掲載数大幅増加
ウェブマガジン広告掲載件数 1,583件 前期比 約3倍に

当初予想を大幅に上回る好調な業績
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株主の皆様へ

近藤 太香巳 株式会社ネクシィーズ
代表取締役社長

3事業のシナジーを強化
高収益マーケティングカンパニーへ

前期末より

11億9,100万円
増加

前期末より

4億3,800万円
改善

前期末より

8億9,500万円
改善
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　平成22年11月25日、株式会社ブランジスタが提供

する「旅色」は、多様化する利用者のニーズにお応え

するため、これまでの季刊誌から月刊誌へ大幅に内容

をリニューアルし、豪華な女優陣が毎月登場するウェ

ブマガジンとして新しく生まれ変わりました。

　旅の醍醐味は、魅力的な宿、その土地で味わえる

食、そして人との出会いです。旅することの醍醐味をす

べて盛り込み、エンタテインメント性と利便性も備えた

「旅色」ならではの情報を毎月お届けしてまいります。

一番の見所は、ネット上ではなかなか見ることのでき

ない豪華女優陣のグラビア・インタビュー。今をときめ

く女優たちが、ぞくぞくと登場し旅先の出会いや発見

を案内してまいります。他にも、女性にうれしい旅グッ

ズや、ペットと泊まれる宿の紹介、人気の共同購入

クーポンサービスもスタート。女性の旅に関する情報

源として「月刊 旅色」を、是非ご利用ください。

旅行ウェブマガジン「旅色」の
広告掲載数が大幅に増加。前期比 約3倍に。

季刊誌から月刊誌へ。
「月刊  旅色」新創刊！！

ソリューションサービス事業
ソリューションサービス事業

　ソリューションサービス事業は、様々な製品・サービスの販売促

進支援を行っており、金融商品仲介、業務用食品卸業支援、

保険代理店業務等については、概ね堅調に推移いたしました。

　中でも映画やドラマで主役級の3 0名の女優・タレントを

起用し、日本各地の観光情報等を雑誌形式で紹介する旅行

ウェブマガジン「旅色」では、より内容を充実させるために「ホ

テルセレクション」等の特別企画の実施や、「坂本龍馬ゆかりの

地を行く」等の企画においては日本各地のおすすめスポット＆グ

ルメを紹介することで飲食店への営業も強化してまいりました。

　また、媒体としての認知度向上のため、クロスメディア戦略

として女性向けファッション雑誌「GINGER」への別冊付録

の掲載や、電子雑誌の配信サービス「MAGASTORE（マガスト

ア）」へのサービス提供、テレビ番組とのタイアップ紹介等の

施策を行ってまいりました。

　これらの取り組みにより契約数が増加し、広告掲載に

よる収入も好調に増加いたしました。

■ウェブマガジン掲載施設数
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■人気女性雑誌「GINGER」初の特別付録 ■話題のiPad、スマートフォンにも対応

Apple、Appleのロゴは、米国および他国のApple Inc.の登録商標です。iPhone、iPadはApple Inc.の商標です。

iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

GINGER 6 月号別冊特別付録
「女ひとり旅 」おすすめ宿
幸せと満足の17軒

GINGER 9 月号別冊特別付録
「開運 女子旅 」
おすすめ宿＆スポット図鑑

携帯版「旅色」は iPad・iPhone・iPod  Touch
ドコモ・ソフトバンクの一部機種に対応

■「月刊 旅色」
　新創刊号には、米倉涼子さんが登場

新創刊！
「月刊 旅色」へ
人気の共同購入クーポン他、新企画満載！
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　ハクビ総合学院では、きもの着付け、和紙ちぎり絵、くみひも

等の教室運営や、呉服や和装小物等の販売を行っております。

さらに多くの方に和文化を広めるべく、ウェブサイトのリニュー

アルや、きものきようマガジン「kiino」（きいの）の発行、きものの

祭典であるクイーンコンテストや創作展など、各種催し物を

企画・運営してまいりました。

　2月にきもの、7月にはゆかたのクイーンコンテストを開催いた

しました。これまで様々なミスコンテストに選ばれる女性を輩出す

るなどコンテストの登竜門としての認識も広く、さらに当日は、今

をときめく女優･タレントが審査員や司会として登場。事前のプロ

モーションを行なった結果、多数メディアに取り上げられ、多くの

方にご応募いただき華々しいコンテストとなりました。

　その他、4月には上野の森美術館にて、第24回和紙ちぎり絵創

作展（来場者数：約4,000名）、7月には第23回ハクビきもの創作

展（来場者数：約2,000名）を開催するなど、日本の伝統文化の

魅力を伝える展示会を多数開催いたしました。

　ハクビ総合学院は創業42年のブランドのもと、伝統文化を支

える優秀な講師陣、首都圏を中心に62教室、創立以来120万人

以上の卒業生を輩出してまいりました。日本の伝統文化を継承

するハクビに、ネクシィーズ・グループが得意とするプロモーショ

ン力が加わり、和文化がお稽古市場を牽引する存在となるべく

邁進してまいります。

　恒例となった一大きものイベントとして、２月に「きものク

イーンコンテスト」、７月には「ゆかたクイーンコンテスト」

をそれぞれ開催。会場には著名なタレント・モデル・人気女

性向けファッション雑誌編集長をゲスト審査員にお招きし大

変華やかで豪華なきもの文化の美を競う一日となりました。

　そして来年２月の開催が決定した「きものクイーンコンテ

スト2011」では、スペシャルゲストとして国民的人気女優の

上戸彩さんが登場。また、３月には大阪で初となるクイーン

コンテストを開催。女優の菊川怜さんをスペシャルゲストに

お迎えし、ますます盛り上がりをみせるクイーンコンテストを

通じて和文化の拡大に今後も注力してまいります。

株式会社ハクビ　

日本文化の魅力を伝える
イベント・プロモーションに注力

文化教育事業 文化教育事業
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きものクイーンコンテスト2011
 開催決定！ 東京：2011年2月19日（土）浅草公会堂

大阪：2011年3月6日（日）大阪ビジネスパーク円形ホール

東京 スペシャルゲスト

上戸 彩
大阪 スペシャルゲスト

菊川 怜

ハクビ www.hakubi.net きものクイーン www.kimono-contest.com
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株式会社Nexyz.BB　www.nexyzbb.ne.jp
株式会社ネクシィーズ・コミュニケーションズ　www.nexyz-com.co.jp

　当グループにおける中核事業として平成17年11月にス

タートした、インターネット接続サービス「Nex y z . B B」の

会員数が17 .7万会員（平成22年9月末時点）を突破し、初

の黒字化を達成いたしました。

  同事業では、お客様のインターネット利用環境やご要望

に合わせた説明型テレマーケティングによる提案営業を展

開してまいりました。他社インターネットを利用されていた低

価格指向のお客様への乗り換え提案営業や、インターネット

未経験者の加入により新規会員数が堅調に推移し、それに

伴い会員から得られるI S P利用料も増加しております。　

　その他、「Nexyz.BB」会員向けサービスとして新たに、飲

食店や宿泊施設等の割引サービス「Be n e f i t  S t a t i o n」

の提供を開始し、利用者数が順調に増加 いたしました。

また、グループ総力をあげて経費削減に取り組んできた

ことで電話通信費や賃借料等の営業費用の圧縮が可能

となりました。

　今後は2 0万会員を目標にさらなる利用者の獲得へ、

様々なサービスをご提供してまいります。

17.7万会員を突破し、
ブロードバンド事業、初の黒字化達成！

　「スポーツで、強くなる。」をスローガンに、星野仙一氏をチェア

マンとして活動するホシノドリームズプロジェクト（HDP）では、平

成22年7月10日、青山学院にて第2回となるHDP AWARDお

よび高校生キャプテン会議を開催いたしました。チームをや

る気にさせる”ペップトーク”のセミナーをはじめ、全日本

代表キャプテンなどの経験をもつトップアスリートとの

ディスカッションなど、貴重な経験を高校生キャプテンた

ちに伝えることができました。また後半では、世界にチャレ

ンジし続ける若者たちへ の 表 彰 式・決 意表明など、ご

協力いただいた大学・企業・学生がひとつになってスポー

ツの力の大きさ、強さ、可能性を再確認する、素晴らし

い一日となりました。今後もHDPでは、夢を叶えるために努

力している本気の若者たちを本気で応援し、スポーツを通

じて日本を元気にする様々な活動を行ってまいります。

H20.9月期
第 19 期

H19.9月期
第 18 期

H17.9月期
第 16 期 第 20 期

H21.9月期
第 21 期
H22.9月期 青山学院に、

高校生キャプテン100名が集結！
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第２回HDPAWARD/高校生キャプテン会議を開催
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HDP

ソリューションサービス事業

株式会社Nexyz.BB　www.nexyzbb.ne.jp
株式会社ネクシィーズ・コミュニケーションズ　www.nexyz-com.co.jp

　当グループにおける中核事業として平成17年11月にス

タートした、インターネット接続サービス「Nex y z . B B」の

会員数が17 .7万会員（平成22年9月末時点）を突破し、初

の黒字化を達成いたしました。

  同事業では、お客様のインターネット利用環境やご要望

に合わせた説明型テレマーケティングによる提案営業を展

開してまいりました。他社インターネットを利用されていた低

価格指向のお客様への乗り換え提案営業や、インターネット

未経験者の加入により新規会員数が堅調に推移し、それに

伴い会員から得られるI S P利用料も増加しております。　

　その他、「Nexyz.BB」会員向けサービスとして新たに、飲

食店や宿泊施設等の割引サービス「Be n e f i t  S t a t i o n」
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また、グループ総力をあげて経費削減に取り組んできた

ことで電話通信費や賃借料等の営業費用の圧縮が可能
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　今後は2 0万会員を目標にさらなる利用者の獲得へ、

様々なサービスをご提供してまいります。

17.7万会員を突破し、
ブロードバンド事業、初の黒字化達成！
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よび高校生キャプテン会議を開催いたしました。チームをや

る気にさせる”ペップトーク”のセミナーをはじめ、全日本

代表キャプテンなどの経験をもつトップアスリートとの

ディスカッションなど、貴重な経験を高校生キャプテンた

ちに伝えることができました。また後半では、世界にチャレ

ンジし続ける若者たちへ の 表 彰 式・決 意表明など、ご

協力いただいた大学・企業・学生がひとつになってスポー

ツの力の大きさ、強さ、可能性を再確認する、素晴らし

い一日となりました。今後もHDPでは、夢を叶えるために努

力している本気の若者たちを本気で応援し、スポーツを通

じて日本を元気にする様々な活動を行ってまいります。
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（資産の部）
  Ⅰ 流動資産
  Ⅱ 固定資産
　  （1）  有形固定資産
　  （2）  無形固定資産
　  （3）  投資その他の資産
  資産合計
  （負債の部）
   Ⅰ 流動負債
   Ⅱ 固定負債
  負債合計
（純資産の部）
   Ⅰ 株主資本
　  （1）  資本金
　  （2）  資本剰余金
　  （3）  利益剰余金
　  （4）  自己株式
   Ⅱ 評価･換算差額等
   Ⅲ 少数株主持分
  純資産合計

  負債・純資産合計

連結貸借対照表
科　目 科　目

連結損益計算書（単位：百万円） （単位：百万円）

5,007
2,898
631
 370
1,896
7,906

3,177
137
3,315

2,054
4,653
4,439

△6,622
△416
△16
2,553
4,591

7,906

 

4,644
2,705
509
 352
1,844
7,350

2,742
73

2,816

2,045
4,653
4,439

△6,707
△339
△20
2,508
4,533

7,350

 

8,043
4,653
3,389
3,136
252
37
50
239
-
19

220

84
△12
75
72
 

6,852
3,844
3,007
3,165
△157
17
59

△199
-

424

△623

60
171
△31
△823

 

前連結会計年度
平成20年10月 1日から
平成21年  9月30日まで

平成21年10月 1日から
平成22年  9月30日まで

平成20年10月 1日から
平成21年  9月30日まで

平成21年10月 1日から
平成22年  9月30日まで

平成20年10月 1日から
平成21年  9月30日まで

平成21年10月 1日から
平成22年  9月30日まで

当連結会計年度

前連結会計年度 当連結会計年度

前連結会計年度 当連結会計年度

科　目

 営業活動によるキャッシュ・フロー

 投資活動によるキャッシュ・フロー

 財務活動によるキャッシュ・フロー

 現金及び現金同等物の減少額（△）

 現金及び現金同等物の期首残高

 現金及び現金同等物の期末残高

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

280

△240

△585

△545

3,138

2,592

 

△3

△251

△1,695

△1,949

5,087

3,138

 

前連結会計年度に引き続き社債の償還や借入金
の返済を行いました。これにより着実に有利子負
債が圧縮され、財務体質が改善傾向にあります。

  Ⅰ 売上高
  Ⅱ 売上原価
　　  売上総利益
  Ⅲ  販売費及び一般管理費
　　  営業利益又は営業損失（△）
  Ⅳ  営業外収益
  Ⅴ  営業外費用
　　  経常利益又は経常損失（△）
  Ⅵ  特別利益
  Ⅶ  特別損失

　　

　　法人税、住民税及び事業税
　　法人税等調整額
　　少数株主利益又は少数株主損失（△）
　　当期純利益又は当期純損失（△）

連結貸借対照表･連結キャッシュフロー計算書

第21期連結財務諸表のポイント

1

1

2

1

5 年ぶりに連結の営業利益、経常利益、当期純利益が
全て黒字化いたしました。今後も継続的に収益を
出せる体制を構築してまいります。

連結損益計算書

2

 当連結会計年度における我が国の経済は、アジア経済の

回復による輸出の増加や国内の景気対策を背景に、回復

の兆しが見られたものの、海外経済の不透明感から生じた

急激な円高の進行による景気下ぶれ懸念などにより、厳し

い状況が続いております。このような状況の下、当社グ

ループでは事業の種類別セグメントの持つ特性を最大限

に活かし、それぞれを成長・発展させていくと同時に、グ

ループ経営による更なる企業価値の向上に努めてまいり

ました。当連結会計年度においては、引き続き加入希望者

の獲得に注力した「Nexyz.BB」の会員数が堅調に推移し、

前連結会計年度と比べ会員から得られるISP利用料も増加

いたしました。また、「旅色」では宿泊施設や飲食店等の新

規及び更新の契約数が堅調に増加しており、「旅色」の広

告掲載料による収入も前連結会計年度と比べて増加いた

しました。ハクビ総合学院においては、教室生徒からの安

定した授業料収入に加え、呉服の販売等も堅調に推移い

たしました。その他の各業務についても概ね堅調でありま

した。

　これらの結果、売上高8,043百万円（前年同期比17.4％

増）、営業利益252百万円（前年同期営業損失157百万円）、

経常利益239百万円（前年同期経常損失199百万円）とな

り、当期純利益は72百万円（前年同期当期純損失823百万

円）となり５年ぶりに連結損益計算書の各段階の利益が全

て黒字化いたしました。

 ブロードバンド事業では、他社インターネットを利用されて

いたお客様の乗り換えや、インターネット未経験者の加入に

より新規会員数が堅調に推移し、それに伴い会員から得られ

るISP利用料も増加しております。その他、「Nexyz.BB」会員

向けに新たに、飲食店や宿泊施設等の割引サービス

「Beneｆit Station」の提供を開始し、利用者数が堅調に増加

いたしました。また、経費削減に取り組み、電話通信費や賃

借料等の営業費用が圧縮できました。

　ソリューションサービス事業は、旅 行ウェブ マガジン

「旅色」では、より一層内容を充実させるための特別企画や、

日本各地の飲食店への営業も強化してまいりました。また、

認知度向上のため、楽天トラベルとの共同企画の発刊、女性

向けファッション雑誌への別冊付録の掲載、電子雑誌の配信

サービス提供、テレビ番組での紹介等の施策も行ってまいり

ました。その他、保険代理店業務をはじめとした各業務も好

調に推移いたしました。

　文化教育事業では、教室生徒からの安定した月謝収入に

加え、呉服販売会を中心に催事が好調でありました。また、

きもの着付けやちぎり絵等、日本の伝統文化をより親しみや

すいものとして感じていただくため、毎年恒例となっている

各種催し物･イベントを企画し運営してまいりました。

事業の種類別セグメント情報
事業区分

ブロードバンド事業

ソリューションサービス事業

文化教育事業

消去　又は　全社

合計

3,173

2,554

2,510

（195）

8,043

76

493

49

（366）

252

売上高
（百万円）

営業利益
（百万円）

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

第２１期 連結決算の概要 第２１期 連結決算の財務諸表
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会社概要 （平成22年9月30日現在)

本社所在地
会社名

サービス内容

株式会社ネクシィーズ

〒150-0031
 東京都渋谷区桜丘町20番4号
 ネクシィーズスクエアビル

近藤 太香巳

1990年 2月 21日( 創業1987年5月）

90億9,312万円（資本準備金含む ）

代表取締役社長　近藤 太香巳

取締役副社長　　大前 成平

専務取締役　　　松井 康弘

常務取締役　　　近藤　忍

取締役　　　　 藤野 剛志

監査役　　 　　 祐成太郎

監査役　　　　 中井 正嗣

監査役　　　　   辻嶋 奈々子
　
ブロードバンド事業
ソリューションサービス事業
文化教育事業
　

株式会社 Nexyz .BB

株式会社 ネクシィーズ・コミュニケーションズ

イデアキューブ 株式会社

株式会社 ネクシィーズ・トレード

株式会社 ソニア・パートナーズ

株式会社 ユーシーシー・ネクシィーズ

株式会社 ブランジスタ

株式会社 Nexyz .VP

株式会社 ハクビ

株式会社 美楽衣

代表者

設立

資本金

役員構成

グループ企業

株主状況 （平成22年9月30日現在)

株主数

前期末比
864名減

23,723 名
(平成21年9月30日)

22,859名
(平成22年9月30日)

株主名

1  近藤 太香巳

2  ネクシィーズ従業員持株会

3  株式会社 光通信

4  大前 成平

5  株式会社 大塚総研

6  山本 司

7  深澤 真一

8  山梨 一郎

9  近藤 忍

10  

所有株数(株) 持株比率(%)

437,669

97,519

36,720

14,294

12,900

12,177

7,324

7,000

6,212

5,955

34.52

7.69

2.90

1.13

1.02

0.96

0.58

0.55

0.49

0.47日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口3）

株主メモ

事業年度・・・・・・・・・・
定時株主総会・・・・・・・
株主名簿管理人・・・・・
　
同事務取扱場所・・・・・
　
郵便物送付先・・・・・・・
　
電話照会先・・・・・・・・・

取次窓口・・・・・・・・・・

未払配当金の
支払いについて・・・・・・

毎 年10月1日から翌年 9月30日まで
毎年12月
東京都港区芝3丁目33番1号
中央三井信託銀行株式会社
東京都港区芝3丁目33番1号
中央三井信託銀行株式会社　本店 
〒16 8 - 0 0 6 3  東京都杉並区和泉2丁目8番4号
中央三井信託銀行株式会社 証券代行部
　 0 1 2 0 - 7 8 - 2 0 3 1（フリーダイヤル）
取次窓口は、中央三井信託銀行株式会社の
全国各支店ならびに日本証券代行株式会社の
本店および全国各支店で行っております。

株主名簿管理人である中央三井信託銀行株式会社に
お申し出ください。

www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html


