
www.nexyzgroup.jp

株式会社ネクシィーズグループ    第 27期 第 2四半期 事業報告書    2015.10.1 - 2016.3.31
Holding Company: Nexyz.Group Corp.
Group Companies: Nexyz. Corp.  Brangista Inc.  Hakubi School (Hakubi Corporation )  DiNA Inc.  Nexyz.Trade, Inc.  Brangista Game Inc.
Each company within the Nexyz.Group contributes to and learns from the unique expertise, knowledge, and experience of every other Group company. 
This is how we offer our customers best-in-class products and services across a range of business domains.

ネクシィーズグループ（株式会社ネクシィーズグループ管理本部/株式会社ネクシィーズ
事業推進本部）では、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である「ISO/IEC 
27001」および国内規格「JIS Q 27001」の認証を取得しています。

株式会社ネクシィーズグループ 　TEL： 03-5459-7444 （代表）　E-mail： info@nexyz.co.jp

株主状況

株主名

1 近藤 太香巳

2 ネクシィーズ従業員持株会

3 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 （信託口）

4 山本 司

5 BNYML-NON TREATY ACCOUNT

6 大前 成平

7 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （信託口）

8 株式会社熊谷正寿事務所

9 資産管理サービス信託銀行株式会社 （証券投資信託口）

10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

所有株数（株）

4,395,680

1,141,120

579,600

168,730

168,200

157,730

146,200

129,000

129,000

114,697

持株比率（%）

32.77

8.51

4.32

1.26

1.25

1.18

1.09

0.96

0.96

0.86

（平成28年3月31日現在）

株主数

前期末比
363名減

15,083名
（平成27年9月30日）

14,720名
（平成28年3月31日）

株式会社ネクシィーズグループ

〒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）

23億 2,358万円（資本準備金含む）

代表取締役社長 兼 グループ代表 近藤 太香巳

取締役副社長 大前 成平

専務取締役 松井 康弘

取 締 役 藤野 剛志

取 締 役 熊谷 正寿

監 査 役 鴨志田 慎一

監 査 役 青木 巌

監 査 役 佐藤 裕久

ライフアメニティ事業

ソリューションサービス事業

文化教育事業

　

株式会社 ネクシィーズ

株式会社 ブランジスタ

株式会社 ブランジスタゲーム

株式会社 ハクビ

株式会社 ネクシィーズ・トレード

株式会社 DiNA

会 社 名

本社所在地
　

代 表 者

設 立

資 本 金

役 員 構 成

事 業 内 容

グループ企業
毎年10月1日から翌年9月30日まで
毎年12月
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
〒168-0063 東京都杉並区和泉ニ丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
　  0120-782-031（フリーダイヤル）

取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の本店および全国各支店で行っております。

事 業 年 度
定時株主総会
株主名簿管理人  

　
郵便物送付先

電 話 照 会 先

株主メモ

会社概要 （平成28年4月1日現在）
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新企業理念

ネクシィーズグループは、まだない新しい常識をいつも探し続け、
次のあたりまえの実現に向けてチャレンジし続けます。

We build fresh paradigms that become the new norm.

まだない常識を、次のあたりまえに。

ネクシィーズグループは、社会に必要とされるサービスの機能、価格、タイミングの
ベストバリューを見極めて提供し、社会を次のステップに進めてまいります。

We move society forward, delivering solutions that enlighten and inspire.

「それが欲しかった！」を実現し、社会を次に進める。

ネクシィーズグループは、モノではなく時代に必要とされる「新しい価値」を広げ、
人々にワクワクと笑顔、感動を提供してまいります。

We create new values that give rise to an unlimited future.

新しい価値を広げ、ワクワクする未来を。

Mission

Corporate Philosophy

Vision

1 Nexyz.Group Corporation Financial Report

［ ］

［ ］

［ ］

企業理念

ミッション

ビジョン

2Nexyz.Group Corporation Financial Report
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来るべき社会を予見し、
新たな価値創造に挑戦
来るべき社会を予見し、
新たな価値創造に挑戦
ネクシィーズグループは、新たな目標の実現へ向けてチャレンジします。

株主・投資家の皆様には平素より格別のご
支援ならびにご厚情を賜り、心より御礼申し
上げます。平成 28 年 9 月期 第 2 四半期の業
績は、売上高 6,685百万円、営業利益 769

百万円、経常利益 752百万円、四半期純利
益 355百万円となり10 年振りの好業績となっ
た昨年を上回るペースでスタートを切ることが
できました。

現在、初期投資オールゼロのコンセプトが好
評の LED 照明レンタルサービスを拡大し、節
水装置、業務用冷蔵庫、業務用空調など低
コスト・低エネルギー・低炭素社会を目指す
環境製品「ネクシィーズ・ゼロシリーズ」をス
タートしました。また、グループ子会社では、
電子雑誌出版、各種ソリューションサービス、
スマホゲーム「神の手」など、各分野で常に
新しい価値の創出に注力しております。

この度、社名変更並びに企業理念の刷新を
機に、ネクシィーズグループが進むべき道、そ
の信念と行動を強く決意し、人々のため、社
会のため、地球のため、未来に向けて社会に
必要なのだと言える「大志」を描いていきます。
大いなる挑戦は大きなスケールでこそ心が躍
り、人のモチベーションは高まります。そして、
目標（夢）をかかげ、全力でベストを尽くして
まいります。お客様と共にワクワクする未来を
つくり、「社会になくてはならない企業」へ。
ネクシィーズグループのこれからの挑戦にどう
ぞご期待ください。

株主の皆様へ

The Next Of XYZ.
究極の先を目指して。

株式会社ネクシィーズグループ
（親会社  旧社名：株式会社ネクシィーズ）

株式会社ネクシィーズ
（旧社名：株式会社 Nexyz.BB）

News

このたび当社グループは経営基盤を一層
強固なものとするため、新たな企業理念の
もとで飛躍することを目的として、グループ
2 社の社名変更を行いました。
これを機にグループ各社の位置づけを明
確化し、新体制で新たな挑戦を続けてま
いります。

株式会社ネクシィーズグループ
代表取締役社長 兼 グループ代表
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Business Topics

中間配当、自己株式取得、株主還元の継続。
中間配当1株5円。今後は年間2回の配当を実施。

LED照明レンタルが3年5ヶ月で19,406件に到達。
直近、4月末時点で20,000件を突破。 ※平成28年3月末時点

商号をネクシィーズからネクシィーズグループへ。
新体制で、さらに継続的な成長ができる企業へ。

平成28年9月期第２四半期連結業績ハイライト

売
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万
円

前年同期比
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経
常
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益

752百
万
円

前年同期比
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四
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益
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150.1

百
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円355営
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万
円

前年同期比

248.7

※

売上高 営業利益 経常利益

6,6856,685
769769 752752

3,366
3,722

4,282

単位：百万円通期予想　　第２四半期主な業績推移（連結）
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私たちネクシィーズは、事業と地球温暖化問題の両立に取り組み
初期投資オールゼロを事業ポリシーとした、低コスト・低エネルギー・
低炭素社会を目指す環境製品「ネクシィーズ・ゼロシリーズ」をご提供しています。

お客様のご要望にお応えすること
そして環境への配慮。両方のベスト
バランスを実現するための新しい取り
組み。それがネクシィーズ・ゼロです
ネクシィーズは「初期投資オールゼロ」
による省エネ製品の普及とリサイクルを
考えた“循環型サービス”で持続可能
な未来の社会づくりに貢献します。

、

投資とエネルギーは
 ゼロの進化へ。

理想の答え。

初期投資は、

ZEROの時代。

。

5 Nexyz.Group Corporation Financial Report 6Nexyz.Group Corporation Financial Report
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新しい省エネ、コスト削減の追求、
エネルギー環境ビジネスの未来。

信頼の積み重ねから、
紹介が次 と々生まれています。

LED照明の普及で、環境活動へ貢献。

日々進化し続ける私たちの社会は、膨大なエネルギー消費に支えられています。
ネクシィーズが取り組むLED照明レンタルサービスは、店舗・法人向け設備の初期
投資オールゼロのレンタルサービスをご提供しています。今後も、このコンセプト
を活かした節水装置、業務用冷蔵庫、業務用空調など、エネルギーコストの削減
と環境負荷の低減を両立させる省エネ製品をご提供し続け、継続的な事業拡大
へと取り組んでまいります。

現在、新規ご契約の約40％は、お客様
からのご紹介です。しっかりとお客様
とコミュニケーションを取ること、ご紹介
いただいた案件を、きちんと完了させる
こと。ご期待を超えるお客様満足度の
向上を目指し、電子雑誌「旅色」に
ご掲載の飲食店・宿泊施設様への
ご案内など、グループシナジーを高め、
さらなるサービスの普及に努めて
まいります。

LED照明の普及は京都議定書に続く、
日本の新しい地球温暖化対策目標に
大きく貢献します。ネクシィーズでは、
2020年までに約 50,000件の導入を
予測しており、電気料金削減額 780
億円、CO2削減160万 t、杉の木13億
本分に相当する温室効果ガスの削減
達成を目標とし、事業の発展並びに、
地球環境保護活動にも大きく貢献
してまいります。

2020年までの環境活動予測 ̶LED照明レンタル導入50,000件の場合̶

平成24年
11月末

平成28年
3月末

（単位：件）

20,000

15,000

紹介
40%

紹介
40%新規

60%

新規
60%

株式会社ネクシィーズ www.nexyz.jp

LED照明レンタル導入による

電気料金削減額

780
当社LED照明レンタルスキーム終了後も継続して、10年間利用した場合での算出  ※1 2013年東京電力発表の二酸化炭素排
出係数0.53kg-CO2/kWhに基づく。 ※2 杉1本が１ヶ月に平均1.2kgのCO2を光合成により吸収する場合。

1,600,000t
CO2削減量

杉の木相当数

13

LED照明レンタルが
3年5ヶ月で
19,406件に到達

LED照明レンタルが
3年5ヶ月で
19,406件に到達
（平成 28年 3月末時点）（平成 28年 3月末時点）

19,406件19,406件

7 Nexyz.Group Corporation Financial Report 8Nexyz.Group Corporation Financial Report
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株式会社ブランジスタ www.brangista.com

成長戦略

新規タイトル数を増加、海外展開も視野に。
電子雑誌

越境EC実施社数の増加、
商品数・販売国のさらなる拡大へ。

ソリューション

「神の手」に総合プロデューサー秋元 康氏を迎え、
オンライン・スマホゲーム市場へ参入。

ブランジスタゲーム

電子
雑誌

ゲーム

ソリュー
ション

Web Magazines

GamesGames

SolutionsSolutions
現在発行する11誌に加え新たなタイ
トルを追加、海外向け電子雑誌の
発行も予定しております。

昨年よりスタートした、越境ECサー
ビスの実施社数を引き続き増加さ
せるとともに、商品数と販売国の
拡大を図ってまいります。

この夏リリースする「神の手」の新規
ユーザー獲得と企業タイアップ型の
広告モデルも追加投入し、新たな
ビジネス領域を拡大してまいります。

10Nexyz.Group Corporation Financial Report
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株式会社ブランジスタ www.brangista.com

旅行系キュレーションサイト

「旅色プラス」をオープン
plus.tabiiro.jp

女子大生から40代前半までの女性をター
ゲットに、日本全国の旅館、ホテル、温泉、
グルメ、パワースポットやレジャー・観光
施設など、ユーザーが「自分事」として共感
できるコンテンツを、旅色ならではの切り
口でお届けいたします。今期目標として、
さまざまな施策により、現在の電子雑誌
月間読者数200万人を、現状の3倍である
600万人に拡大させます。

100% 15:00

plus.tabiiro.jp

人気女性誌「GINGER」公式サイト

「Spark GINGER」をリリース
www.spark-ginger.jp

人気女性ファッション誌「GINGER」の創刊
7周年記念として、新公式WEBメディア
（キュレーションサイト）としてオープンした
「Spark GINGER」。当社では、「旅色プラス」
のノウハウや、これまでの豊富なWEB制作
実績を活用し開発から運営に伴うWEB技
術の提供を行っております。今後は「旅色
プラス」との相乗効果も狙い、新たな読者
を獲得してまいります。

100% 15:00

www.spark-ginger.jp

越境 商業施設
「横浜ワールドポーターズ」
公式アプリ開発

電子雑誌タイトル数の増加、越境ECの 拡大と新規ゲーム領域への参入でさらなる成長へ。

クライアントの企業戦略に合わせたウェ
ブサイト制作や、近年増加傾向にある
スマートフォン向けサイトの制作。海外
からの旅行客が急増したことで、宿泊
施設や飲食店向けにウェブサイトの
翻訳サービスも展開しております。

ウェブサイト制作・運営

コンサルティング～制作・運営代行など、
クライアントのEC事業をワンストップで
提供。昨年より、新たにネット通販専用
物流サービスの提供も開始。また、海外
の方からの日本製品への需要の高まりを
受けて、越境ECサポートサービスの提供
も開始いたしました。

ECサポート（国内・海外）

創業以来15年で培ったノウハウでさまざ
まな企業のプロモーションを提供。スマー
トフォン向けアプリの開発や、ウェブ～
リアルに至るまでのプロモーションなど、
企業のニーズに合わせて多様なサービス
を提供しております。

CRMサービス

経営 ウエディング マネーライフ ペットライフ美容 男性ライフスタイル旅 住まい 女性ファッション政治・経済旅

tabiiro.jp

11 Nexyz.Group Corporation Financial Report 12Nexyz.Group Corporation Financial Report
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第 27 期 第 2 四半期連結決算の概要 第 27 期 第 2 四半期連結決算の財務諸表
　当第２四半期連結累計期間における我が国の経済は、企業収益や雇用情勢
が改善傾向で推移した一方で、新興国経済や資源国をはじめとする海外経済
の不透明感が増したことに加え、円高・株安が進行し、依然として先行きは不
透明な状況にあります。GDP伸び率は、平成27年10月～12月に0.3％減となり
ました。消費者物価指数（生鮮食品除く）は、前年同月比△0.1％～ 0.1％の間
で推移し、概ね同水準での推移となりました。
　このような状況の下、当社グループは新たな成長段階を迎えております。その
ため、グループ経営体制を強化し、拡大事業及びその周辺領域へ重点的に投
資することで、企業価値の最大化を図っております。
　当第２四半期連結累計期間におきましては、グループ全体の中でも LED照明
レンタルサービスが業績を大きく牽引しております。高い専門性や、顧客ニーズ
に合わせたきめ細かい対応が信頼を得ており、導入件数が順調に増加しており
ます。その他の業務におきましても全体として好調に推移しております。一方で、
新たなサービスの開始や、新商材の選別など、将来の成長に向けた施策にも
積極的に取り組んでおります。
　これらの結果、売上高 6,685百万円（前年同四半期比 56.1％増）、営業利益
769百万円（前年同四半期比248.7％増）、経常利益752百万円（前年同四半期
比196.0％増）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は355百万円（前年
同四半期比150.1％増）となりました。

　当第２四半期連結累計期間における報告セグメントの概況は次のとおりで
あります。

[ライフアメニティ事業 ]
　ライフアメニティ事業では、主にLED照明レンタルサービスの利用者獲得業務
及びLED照明の販売、インターネット接続サービス「Nexyz.BB」の提供並びに、
DNA解析に基づく健康コンサルティング業務等を行っております。
　当第２四半期連結累計期間は、LED照明レンタルサービスにおいて、照明環
境や設置工事に関する専門性をより一層高めることで、コンサルティング力を強
化しております。また、市場における同サービスの認知度が増しており、紹介案
件の増加や営業効率の向上に繋がっております。そのほか、照明以外の各種設
備におけるレンタルサービス導入実施に向けたテストマーケティングを行っており
ます。その他のインターネット接続サービス等についても概ね堅調に推移いたし
ました。
　これらの結果、ライフアメニティ事業は、売上高4,195百万円（前年同四半
期比115.2％増）、セグメント利益924百万円（前年同四半期比231.2％増）と
なりました。

[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では、企業や店舗等の個人事業者向けに様々な
製品・サービスの販売促進支援業務を行っております。
　当第２四半期連結累計期間においては、金融商品仲介業務において証
券取引に伴う手数料収入が堅調に推移いたしました。電子雑誌業務では、
電子雑誌の制作受託案件及び広告掲載数が好調に推移いたしました。また、

各種メディアへの露出を増やすことで電子雑誌の認知度強化に努めてまいりまし
た。その他のインターネットを活用した企業の販売促進支援業務では、EC サイ
トを中心としたウェブサイトの制作・運営、クライアント企業の公式アプリの開発・
配信、キュレーションサイト（注）の制作等、幅広い業務を受託し、受託件数
が好調に推移いたしました。
　これらの結果、ソリューションサービス事業は、売上高1,440百万円（前年同
四半期比16.3％増）、セグメント利益258百万円（前年同四半期比1.8％増）とな
りました。
（注）キュレーションサイトとは、情報をあるテーマに基づいて収集し、それ自体にコンテンツとしての価
値を持たせて共有するウェブサイトのこと。

[文化教育事業 ]　
　文化教育事業では、きもの着付け教室等の運営や、呉服・和装小物等の販
売を行っております。
　当第２四半期連結累計期間においては、毎年の成人式で安定して行われる
着付け業務を関東地域中心に実施したことに加え、平成28年2月にきものクイー
ンコンテストを開催したほか、各種イベントでの着付け業務、袋帯のキャンペー
ン販売、大学卒業式の袴着付け業務等を行いました。一方で、経営効率化と
費用の適正化にも努めております。
　これらの結果、文化教育事業は売上高1,062百万円（前年同四半期比6.2％
減）、セグメント利益46百万円（前年同四半期比823.2％増）となりました。

Nexyz.Groupの事業

図表は平成 28年 4月 1日時点

ネクシィーズグループは、3つの事業が結合し拡大を続けています。それぞれの事
業の更なる成長とサービス向上で、グループ価値の最大化を目指してまいります。

第27期 第2四半期連結財務諸表のポイント

事業の種類別セグメント情報

ライフアメニティ事業

ソリューションサービス事業

文化教育事業

調整額

連結

4,195

1,440

1,062

△12

6,685

924

258

46

△460

769

単位：百万円

事業区分 売上高 営業利益

連結貸借対照表
第27期第2四半期末
平成28年3月31日

第26期連結会計年度
平成27年9月30日

単位：百万円

科　目

（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 その他の包括利益累計額
Ⅲ 新株予約権
Ⅳ 非支配株主持分
純資産合計
負債・純資産合計

8,329
2,817

283
250

2,284
11,147

3,160
1,515
4,675

4,297
1,189

863
2,823
△578
△6
10

2,171
6,472

11,147

7,991
2,915

274
265

2,375
10,906

2,595
53

2,649

4,389
1,189
1,134
2,547
△481
△14

2
3,879
8,257

10,906

連結損益計算書 単位：百万円

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
Ⅳ 営業外収益
Ⅴ 営業外費用
 経常利益
Ⅵ 特別利益
Ⅶ 特別損失 
 税金等調整前四半期純利益
 法人税、住民税及び事業税
 法人税等調整額
 四半期純利益
 非支配株主に帰属する四半期純利益
 親会社株主に帰属する四半期純利益

6,685
4,018
2,667
1,898

769
10
27

752
1
-

754
115
153
485
129
355

4,282
2,436
1,845
1,624

220
35
1

254
-
8

   246
74
△3
174
32

142

第26期第2四半期累計
平成26年10月1日から
平成27年 3月31日まで

第27期第2四半期累計
平成27年10月1日から
平成28年 3月31日まで

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増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の四半期末残高

190

49

△593

△353

3,720

3,366

△13

76

236

300

2,724

3,024

連結キャッシュ・フロー計算書 単位：百万円

第26期第2四半期累計
平成26年10月1日から
平成27年 3月31日まで

第27期第2四半期累計
平成27年10月1日から
平成28年3月31日まで

科　目

文化教育事業

ソリューション
　　サービス

　　事業

ライフ
   アメニティ

事業

株式会社
ネクシィーズ
グループ

株式会社
ネクシィーズ

株式会社
ブランジスタ

株式会社ハクビ
（ハクビ総合学院）

株式会社
ブランジスタ
ゲーム

株式会社
ネクシィーズ・
トレード

株式会社
DiNA

1

1

1

1

1

LED照明レンタルサービスを中心に業績が好調に推移しており売上高、
各段階利益が増加しております。

LED照明レンタルサービスの獲得業務を行う株式会社ネクシィーズ（旧 
株式会社Nexyz. BB）の株式を追加取得したことにより資本剰余金及び
非支配株主持分が減少しております。

1

2
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