
株式会社ネクシィーズグループ
第31期 第2四半期 事業報告書

未来の課題を 解決する。

2019.10.1 - 2020.3.31Holding Company:Nexyz.Group Corp.
Each company within the Nexyz.Group contributes to and learns from the unique expertise, knowledge, and experience of every
other company of the Group to offer our customers best-in-class products and services across a range of business domains.



株式会社ネクシィーズグループ
第31期 第2四半期 事業報告書
Financial Report
2019.10.1 - 2020.3.31

ビジネストピックス

0

10

20

30

40

50

15

15
20

20

5

10

10
5

5

55 5
5
5 20

20

40

30
25

15
10

5

16/915/914/9 17/9 18/9 19/9 20/9（予想）

45
■中間配当
■期末配当
■増配および記念配当

（単位：円）年間配当推移

株主還元について

［  売上高  ］ 7,928百万円
前年同期比4.6%減

92百万円
前年同期比90.6%減

［  営業利益  ］

90百万円
前年同期比92.0%減

［  経常利益  ］

2020年（令和2年）9月期 第2四半期 連結業績
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トップメッセージ

企業のあらゆる願いを
 「初期費用ゼロ」で提供できる世界へ。
株主・投資家の皆様には、事業報告書をお届けするにあ
たり、日頃のご支援に心から厚く御礼申し上げます。
業績および取り組みについてご報告いたします。
2020年9月期 第2四半期の連結業績は、7,928百万円（前
年同期比△4.6%）、営業 利益92百万円（前年同期比 
△90.6％）、経常利益90百万円（前年同期比△92.0％）、
四半期純利益※△177百万円（前年同期は四半期純利益
715百万円）となりました。
一方、将来的には業績の復調を見込んでいるため、当初
の予定通り昨年11月で東証一部上場15周年、本年2月21
日で設立30周年を迎えて、中間配当として1株当たり5円
の記念配当を実施することといたしました。これにより、
2020年9月期1株当たりの配当金は、中間配当25円（普
通配当20円+記念配当5円）、期末の普通配当20円を合
せて、年間配当45円となる予定であります。

新型コロナウイルスに対する取り組みと
業務への影響について

新型コロナウイルスの感染が拡大する中、お客様、そして従
業員およびその家族をはじめとする、すべてのステークホ
ルダーの皆様の安全・健康を第一に考え、感染拡大防止に
向けた施策を実行しています。その上で、リモートワーク
ツールなどの活用により、業務を遂行できる環境を確保し、

アフターコロナを見据えて在宅の新入社員向け動画研修を
充実させ、学習とコミュニケーションを高める取り組みも
行っております。
業務においては、お客様に対するサービスの継続を最大
限努めています。商品の供給や工事に一部遅れや、濃厚
接触を避けるため営業効率や生産性に影響が出ておりま
すが、このような状況の中、お客様のニーズに合わせて空
間除菌脱臭機や業務用除菌剤のラインナップも拡充して
おります。

「ネクシィーズ・ゼロ」は新しいファイナンス。

LED照明をはじめとする設備投資のための高額な初期費用
をゼロにして、お客様にコスト削減効果をリアルに実感して
いただきたい。「ネクシィーズ・ゼロシリーズ」の仕組みとは、
いわば『新しいファイナンス』なのです。私たちは、この 
大きなプラットフォームを描き、地球温暖化の防止に貢献し、
経営者の皆様がよりよい未来をつくるための手段として、初
期投資オールゼロの選択肢をご提供してまいります。
今年2月に3年後のグループ目標を「ネクシィーズグループ
ビジョン」として発表いたしました。かかげた目標に向かっ
て全力で挑戦する姿勢は全く変わっておりません。
社員一同、一致団結しこの難局を必ず乗り越えます。ネク
シィーズグループの新たな挑戦にどうぞご期待ください。

近藤太香巳
Takami Kondo

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
Nexyz.Group CEO &
Group Representative

※ 親会社株主に帰属する四半期純利益。 2Nexyz.Group Corporation Financial Report



業績ハイライト

株式会社ネクシィーズグループ
2020年（令和2年）9月期
第2四半期 連結業績ハイライト
Business Performance Highlights

お客様と共に。
逆境を乗り越えるための新たな提案を。
当第２四半期連結累計期間においては、「ネクシィーズ・ゼロシリーズ」を中心に営業活動は継続
できているものの、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部顧客において営業停止による
設置工事の遅延や訪問の見送りが発生しております。定額制セルフエステスタジオ「BODY 
ARCHI（ボディアーキ）」では、新たに横浜店、立川店の２店舗をオープンいたしました。電子メ
ディア事業は、上半期に８自治体とのタイアップ広告の掲載を実施いたしました。一方で、新型
コロナウイルス感染症の拡大は、クライアントである宿泊施設、飲食店等の集客に影響を与えて
おり、今後の営業活動にも関与してくるものと思われます。しかしながら、このような状況だか
らこそ、お客様のお役に立てていただける当社サービスのご提案を続けてまいります。

第2四半期 事業の種類別セグメント情報

事業区分 売上高 営業利益

ネクシィーズ・ゼロ事業 6,464 379

電子メディア事業 1,464 196

調整額 ─ △483

連結 7,928 92

（単位：百万円）

※通期の予想は未定としております。
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6,685 7,694 8,002 8,315

（単位：百万円）
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■ 通期
■ 第２四半期
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■ 通期
■ 第２四半期
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（単位：百万円）
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1,913

715
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△177
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親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

■ 通期
■ 第２四半期
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1株当たり四半期（当期）純利益

△13.75

■ 通期
■ 第２四半期

（単位：円）
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ネクシィーズ・ゼロ事業
Nexyz.Zero Division
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www.nexyz.jp株式会社ネクシィーズ

経営者の挑戦に力を。
新型コロナウイルスの影響により、社会・経済の状況は世界規模で変化しています。感染症や自然災害な
どによる深刻な被害の中で事業を継続していくためには、資金調達や投資分野の見極めが重要です。設備
への高額投資が困難となっている現在、初期投資オールゼロの設備導入サービス「ネクシィーズ・ゼロシリー
ズ」は、全国さまざまな事業者でご活用いただいています。照明や空調など、施設運営に欠かすことがで
きない設備をはじめとして、業務用除菌剤や光触媒を使用した除菌脱臭機など、ウイルス対策に特化した
製品もラインナップ。より一層、幅広いニーズに対応しています。最前線で事業を営む経営者に寄り添い、
経営課題の解決、そして事業継続性の向上をサポートすべく、これからもサービスを充実させてまいります。

ネクシィーズ・ゼロ・シリーズ

商材ラインナップ
ウイルス感染防止対策に
特化した商材を拡充LED照明・空調設備・トイレ設備

喫煙ブース／分煙設備・冷蔵機器
食器洗浄機・揚げ物機器
スチームコンベクションオーブン
ガス給湯器・節水機器
ジェットタオル・可搬型蓄電池
高圧受変電設備・マルチ決済端末 他

光触媒
除菌脱臭機

空間除菌
脱臭機

業務用
除菌剤
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成長戦略

ネクシィーズ・ゼロの仕組みは、
「新しいファイナンス」。

私たちが提供する 「ネクシィーズ・ゼロシリーズ」 やグルー
プから提供されるサービスは、未来の価値（メリット）を 

「今」 届ける。 というコンセプトです。
LED照明をはじめとする設備投資のための高額な初期投
資をゼロにして、お客様にコスト削減効果をリアルに実感
していただくことがサービス導入のきっかけとなります。
初期投資ゼロの仕組みとして、最新の設備導入にかかる
初期費用をすべて当社が負担することにより、お客様の
運転資金・与信枠の温存ができ、設備投資リスクを軽減
し経営者の悩みを解消できます。言い換えると「ネク
シィーズ・ゼロシリーズ」の仕組みとは、『新しいファイナ
ンス』です。
このビジネスモデルの強みを基盤とした、営業体制の強化、
きめ細やかなお客様との関係づくりをモットーに、これま
でにないファイナンスのスタイルを構築してまいります。

設備投資をオールゼロに。
未来の価値を「今」届ける。

Front Desk

  個人事業者から地方自治体・公共施設、上場企業まで豊富な導入実績。
  リフォーム/リノベーションなどの内外装工事にも対応しています。

空調設備

LED照明
ハンドドライヤー

「ジェットタオル」 トイレ設備
除菌剤

空間除菌
脱臭機

食器洗浄機

冷蔵冷凍
機器揚げ物機器

「Dr.Fry2」
スチーム

コンベクション
オーブン

喫煙ブース
分煙設備

決済端末

防犯カメラ

キュービクル

節水機器
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エステ業界に、変革を。
美容ビジネス

※1 2020年5月末現在　※2 2020年6月20日オープン

自分自身でボディメイクができるBODY ARCHIは現在15店
舗を展開※1。間もなく吉祥寺店がオープン※2し、武蔵小杉
店・札幌店・福岡店等の出店準備を進めております。この度
の新型コロナウイルス感染症の対策として、お客様の安全性
を第一に考え、全スタッフの健康管理・マスク着用・店内の
清掃・除菌・消毒を徹底すると共に、お客様が安心してご利
用いただけるよう、感染症予防対策に重点をおいております。
BODY ARCHIは、全室個室の空間設計、定額制キャッシュ
レス決済・バーコード認証でスマートチェックイン、個室のタ
ブレット端末でインスタラクター動画を見ながらセルフ施術
が可能、ご利用は専用アプリからの完全予約制のため順番
待ちもなく、すべてにおいて濃厚接触に該当しないサービス
なので、安心してご利用いただけます。また、業界初の遺伝
子解析によるお客様に適した施術方法や最先端の体組成計
を用いたビフォー・アフターの計測により、当社ならではの
充実したサポートで、健康と美容を追求したすべての女性に
喜ばれるサービスを提供して参ります。

月額10,000円で通い放題
定額制セルフエステスタジオBODY ARCHI

ボディアーキ ウイルス感染予防対策について

全室個室のため濃厚接触を回避 タブレット端末を見ながらセルフ施術

・全スタッフの健康管理チェック
・店内の清掃・除菌・消毒及び、
　除菌・消毒液を空中散布
・37.5度以上のお客様はご来店不可
・入店時のマスク着用
・非接触型体温計での検温
・アクアウィッシュで手の除菌、消毒
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電子メディア事業
Electronic Media Division
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株式会社ブランジスタ www.brangista.com

2020年9月期 第２四半期 連結業績

［  売 上 高  ］ 1,617百万円

［  経常利益  ］ 194百万円

111百万円
親会社株主に
帰属する

四半期純利益

［  営業利益  ］ 192百万円

Business Topics

「旅色」書籍第2弾を全国発売
星野リゾートとの
タイアップ誌を発行

今期30万株の
自己株式の取得を終了

（単位：百万円）

1,457
1,632 1,683 1,617

17/9
2Q

18/9
2Q

19/9
2Q

20/9
2Q

売上高 （単位：百万円）

129

243

192

17/9
2Q

18/9
2Q

19/9
2Q

20/9
2Q

営業利益

△332

（単位：百万円）

249

130

194

17/9
2Q

18/9
2Q

19/9
2Q

20/9
2Q

経常利益

△332

（単位：百万円）

△395

92 111

17/9
2Q

18/9
2Q

19/9
2Q

20/9
2Q

親会社株主に帰属する
四半期純利益

657
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電 子 雑 誌

“泊まるを、楽しむ。”をテーマに、ホテルで広がる旅の可能性にフォーカス
した、 新しい ホ テル の 楽し み方 を提 案 する電 子 雑 誌「HOTEL STYLE 
BOOK」を、1月31日に発行。ホテルで提供するアクティビティなどを目的
にした旅を楽しむという、新しいスタイルを提案しています。星野リゾートが
展開する各ブランドで実施している農業体験などのアグリツーリズモに焦点
を当て、ブランドを横断したグループブランディングに活用いただいています。

2019年12月から4ヶ月連続で、自治
体とのタイアップによる別冊版「旅色」
を発行するなど、上半期に8自治体の
掲載を実施いたしました。現地を訪れ
た方にはもちろん、展示会、都内のア
ンテナショップなどでプロモーション
に活用できる、電子雑誌を紙の冊子に
したオプションサービスの受注も増加
しており、売上拡大に貢献しています。

新型コロナウイルス感染症の影
響によって緊急事態宣言が発出
され、「旅色」ではお取り寄せ商
品を扱う企業のご紹介に注力し
ております。テレワークを支援し
ているホテルや、デリバリー・テ
イクアウトを実施している飲食店
のご紹介など、掲載クライアント
への誘導を積極的に行っています。

星野リゾートとタイアップ
別冊版「旅色」を発行

自治体とのタイアップ誌を
4ヶ月連続で発行

旅メディアを活用した、お取り寄せ・
デリバリー・テイクアウト特集を強化
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ソリューション

海外拠点

当社「ECサポートサービス」の強みをご
評価いただき、ストッキングなどのレッ
グ・インナーウエアを製造・販売する福助
株式会社、総合スポーツメーカーのミズノ

（美津濃）株式会社といった大手メーカー
のEC支援業務の受託を開始しております。

現地採用による増員に伴いオフィスを移転し、さらなる業務受託体制を強化。台湾の現地企業からの受託業務
売上が増加し、会社設立以来、増収を継続中です。また、当社電子雑誌・ソリューション業務を受託するオフ
ショア制作としての稼動も引き続き実施しており、当社利益率の向上に貢献しております。

主力サービスである「ECサポートサービス」が順調に推移
大手メーカーのECサイト支援も開始

Brangista Taiwan Inc.が増収を継続

福助（株）様 美津濃（株）様 霧島酒造（株）様

博設技股份有限公司（Brangista Taiwan Inc.）
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ESGの取り組み

株式会社ネクシィーズグループ
ESGの取り組み
ESG Activities

社会・環境についての約束
［ グループ環境方針 ］

私たちネクシィーズグループが提供する「ネクシィーズ・ゼロシリーズ」は、LED照明に切り替え
ることで大幅に下がった電気料金の削減範囲内でサービス導入コストもまかなえ、施設や店舗に
とって新たなコスト負担を発生させない画期的なサービスです。世界が直面する地球温暖化問題
に対して「LED照明の普及」を中心とした、さまざまな省エネ設備の普及を推進し、CO2排出削
減に取り組みます。

Promise: 1 ネクシィーズグループは、地球温暖化防止に向けて
事業活動を通じてCO2排出削減を積極的に推進します。

Promise: 3 ネクシィーズグループは、 環境汚染の防止に向けた
先進的な取り組みを積極的に推進します。

Promise: 2
ネクシィーズグループは、持続的な資源の利用のため
低炭素社会の実現に向けて、環境への負荷を低減させる
製品の普及を積極的に推進します。
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※2012年11月～2023年9月末までにLED照明を導入店舗の1軒あたり平均点灯時間/月250時間
として換算。 電気料金は電力量単価27円/kWhにて算出。 2018年度 東京電力ホールディングス
発表のCO2基礎排出係数0.475kg-CO2/kWhに基づく

2012年11月～2023年9月末までの

CO2削減目標

累計100万t※
LED照明のトータル導入件数と過去実績から予測

416個分の
CO2排出を削減

［ 東京ドーム ］

約100万人が排出する
CO2半年分を削減

［ 宮城県・仙台市の人口 ］

2023年9月末までの

CO2削減目標
2020年2月25日に発表しました「ネクシィーズグループビジョン」に基づく目標

※1） 2012年11月～2020年3月までにLED照明を導入店舗の1軒あたりの平均点灯時間/月250時
間として換算　※2） 電気代は、電力量単価27円/kWhにて算出　※3） 環境省・経済産業省公表
の、2020年度 東京電力エナジーパートナー㈱発表の基礎排出係数0.468kg-CO2/kWhに基づく

環境への貢献
LED照明のトータル導入件数から算出

17億ｋｗｈ※1

削減

［ 電気量削減 ］
2012年11月～2020年3月までの累計で

《 前年度比 2.5億kWh増加 》

451億円※2

削減

［ 電気料金削減 ］
2012年11月～ 2020年3月までの累計で

《 前年度比 61億円増加 》

78.1万t
前年度比 12.3万ｔ増加

※368.5

78.1

2012年11月～
2019年10月までの累計

2012年11月～
2020年3月までの累計

CO2累計削減量（万ｔ）

14Nexyz.Group Corporation Financial Report



証券コード
4346

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20-4
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）
23億2,428万円（資本準備金含む）

会 社 名
本 社 所 在 地

代 表 者
設 立
資 本 金

代表取締役社長兼グループ代表
取締役副社長
専務取締役
取締役
取締役
社外取締役
取締役（監査等委員）
社外取締役（監査等委員）
社外取締役（監査等委員）

近藤 太香巳
大前 成平
松井 康弘
藤野 剛志
佐藤 英也
佐藤 亨樹
鴨志田 慎一
青木 巌
佐藤 裕久

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1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2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。

（注）持株比率は株主名簿上の自己株式470,481株を控除して計算しております。

近藤 太香巳
ネクシィーズ従業員持株会
一般社団法人 HDP
株式会社プレミアム・
キャピタル・マネジメント
山沢 滋
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口）
SMBC日興証券株式会社
大前 成平
日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口）
山沢 かおる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  計

所有株数（株）株主名

4,553,980
881,700
700,000

365,000

　351,200

296,000

263,200
226,030

225,000

200,700

8,062,810

持株比率（％）

35.18
6.81
5.41

2.82

2.71

2.29

2.03
1.75

1.74

1.55

62.29

53,654,560株
13,413,640株
10,824名

発行可能株式総数
発 行 済 株 式 総 数
株 主 数

■会社概要 （2020年3月31日現在）

■株式の状況 （2020年3月31日現在）

■大株主 （上位10名） （2020年3月31日現在）

■役員
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

■ネクシィーズグループの事業 （2020年3月31日現在）

 ［ ネクシィーズ・ゼロ事業 ］
株式会社ネクシィーズグループ
株式会社ネクシィーズ
株式会社ネクシィーズ・ゼロ
株式会社ネクシィーズ・ワン 
　
 ［ 電子メディア事業 ］
株式会社ブランジスタ
博設技股份有限公司（Brangista Taiwan Inc.）
株式会社 CrowdLab

※この他に非連結子会社として、株式会社ネクシィーズ・トレード、
株式会社ボディアーキ・ジャパン、株式会社ネクシィーズ・ワンダーウォールがあります。


