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■中間配当
■期末配当
■記念配当

（単位：円）年間配当推移

株主還元について

［  売上高  ］15,728百万円
（前年同期比14.6%減）

△1,627百万円［  営業利益  ］

△1,782百万円［  経常利益  ］

2020年（令和2年）9月期 連結業績
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トップメッセージ

ピンチの時こそ、
進化の速度は加速する。
株主・投資家の皆さまには、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。また、
新型コロナウイルス感染症に罹患された方々とご家族の 
皆さまに謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い
ご快復を心よりお祈り申し上げます。
今期の業績および取り組みについてご報告いたします。
2020年9月期の連結業績は、15,728百万円（前年同期比 
△14.6%）、営業損失1,627百万円、経常損失1,782百万円、
当期純損失※1 2,136百万円となりました。今後の不測の 
事態に備えるため、直近の債権回収状況および入手可能な
情報を、貸倒引当金および解約調整引当金の見積りに反映 
しており、リース債権に関しましては、流動化を急がず状況
を見極めながら実施してまいります。尚、2021年9月期の
業績は黒字化を予想しているため、当初の予定通り2020
年9月期の配当を継続し1株当たりの配当は、6期連続増配
の年間配当45円となる予定であります。今後も積極的な 
利益還元を実施してまいります。

社会ニーズの急激な変化に迅速に対応
ネクシィーズ・ゼロ事業の状況については、第2四半期以降、
新型コロナウイルス感染症の影響により、営業活動や商材
の調達に制約が生じましたが、テレワークやWeb会議を 
活用した営業活動を再開いたしました。一方で、光触媒 
除菌・脱臭機「ターンド・ケイ」の取扱いを2020年3月より 

開始し、すでに10,000店舗以上に導入いただいております。
引き続き感染症対策に活用できる「Withコロナ商材」を 
充実させ、あらゆる業界で店舗運営をサポートしてまいり 
ます。また、新しい施策として、担当エリアを細分化し13の
営業所を増設しました。これまでの支店も含めると全国で
累計24拠点となり、今後もさらに各地に分散し全国で 
ノウハウを共有しながら、地域に根付いたお客様サポートに
貢 献して まいりま す。 電 子メディア 事 業 に お いても、 
オンラインで の 営 業 活 動 に力を入れてまいりました。 
第4四半期以降は、売上高、セグメント利益ともに回復して
おります。

電力サービスをセットにBtoC販売もスタート
成長のカギは継続収入
これまで「ネクシィーズ・ゼロシリーズ」を導入いただいた
62,964件以上※2のお客様という大きな顧客基盤があり 
ます。成長戦略としましては、新規営業の突破口となる 
これまでのLED照明に加え、光触媒 除菌・脱臭機が主力と
なり、「Withコロナ商材群」へのアップセル、さらにお得な
電力サービスもセットでご提供することで長期的な継続 
収入が見込めます。初期投資オールゼロの「ネクシィーズ・ 
ゼロシリーズ」の仕組みをさらに磨き上げ、新たな道筋を 
しっかり見極めてまいります。ネクシィーズ・グループの 
さらなるチャレンジ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

※1 親会社株主に帰属する当期純利益。　※2 2020年9月末時点。 2



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
連結業績ハイライト
Business Performance Highlights

多様なニーズに応える提案力で、
社会になくてはならない企業へ。
当連結会計年度においては、ネクシィーズ・ゼロ事業を中心に、「ネクシィーズ・ゼロシリーズ」および 

「ネクシィーズ電力」の提供に注力いたしました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の 
影響により、設置工事の遅延や納品遅れの発生、営業活動の範囲縮小も余儀なくされました。 
全支店、全従業員でウイルス感染予防対策を徹底し、リモート環境でも営業活動が行えるシステム
の構築、「Withコロナ商材」のスピーディーな調達・営業に注力してまいりました。結果、第4四半期
連結会計期間には回復傾向に向かいました。一方で、安定した財務基盤を継続していくためにも 
新型コロナウイルス感染症による中期的な影響を考慮し、貸倒引当金および解約調整引当金を計上
しております。また、2021年9月期においてもネクシィーズ・ゼロ事業、電子メディア事業の両事業
において新型コロナウイルス感染症の影響が一定程度引き続くものと見込んでおります。

2021年（令和3年）9月期連結業績予想 事業の種類別セグメント情報

2020年
9月期

2021年
9月期（予想）

売上高 15,728 16,500

営業利益 △1,627 500

経常利益 △1,782 500

親会社株主に帰属する
当期純利益 △2,136 250

（単位：百万円）

事業区分 セグメント
売上高

セグメント利益
または損失（△）

ネクシィーズ・ゼロ事業 13,218 △553

電子メディア事業 2,509 52

調整額 ─ △1,126

連結 15,728 △1,627

（単位：百万円）
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（単位：百万円）
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売上高 （単位：百万円）

1,716 

2,054 
1,924 

2,064

16/9 17/9 18/9 19/9 20/9

営業利益

△1,627

（単位：百万円）

1,717 

2,269 

1,941 
2,168
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経常利益

△1,782

（単位：百万円）

1,215

1,767
1,913

1,516
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親会社株主に帰属する
当期純利益

△2,136

97.56 
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1株当たり当期純利益 （単位：円）

△165.29

（単位：円）
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△44.9
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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

エネルギー環境ビジネス

「Withコロナ商材」に注力。
「ネクシィーズ・ゼロシリーズ」は、これまでLED照明を主力商材として様々な業界の店舗・オフィスで、 
設備投資のための高額な初期費用をゼロでご提供してまいりました。おかげさまで全国で63,699件※ 

ご導入いただいています。この新型コロナウイルス感染症拡大による実体経済への影響は計り知れません。
ウイルス感染予防対策はあらゆる企業の課題となっています。飲食店をはじめ様々な業種で設備投資が 
困難となっている今だからこそ、これからの店舗経営、感染症対策に活用できるあらゆる最新設備を、 
初期投資オールゼロでご提供してまいります。“Withコロナ時代”を「ネクシィーズ・ゼロシリーズ」で 
サポートいたします。

※2020年10月末時点。

社会ニーズの急激な変化に対応

省エネ設備

10,000店舗 突破！

［ 光触媒 除菌・脱臭機 ］

ターンド・ケイ
導入実績

LED照明・空調・業務用冷蔵庫 等
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成長戦略

電力サービスをセットにした、 
BtoCの家庭向け販売開始。

LED照明や業務用の空調・冷蔵庫に加え、光触媒 
除菌・脱臭機「ターンド・ケイ」の取扱いを2020年 
3月より開始しており、すでに10,000店舗以上に 
導入いただいております。他にもマルチ決済端末、 
制菌・抗菌のロールスクリーン等「 Withコロナ商材」 
をますます充実させてまいります。また新たに一般 
ご家庭向け（BtoC）にも「ネクシィーズ 電力」を 
ご提案していくことで中長期的なストック収益の 
確保にも注力してまいります。販売網の強化策として、
13拠点の営業所を増設し、これまでの支店も含める
と全国で累計24拠点となりました。地域に根付いた
顧客サポートを徹底し、お客さまのニーズに応じた
様々な商品をご提供することで、さらなる成長を図り
ストック収益の増大に努めてまいります。

持続的な価値創造に向けて、
中長期のストック収益拡大へ。

突破口は新規Withコロナ商材

新規獲得商材

LED照明+Withコロナ商材

• BtoB+BtoCもスタート
• 新規獲得＋追加提案で 
長期収益（継続収入）顧客へ

空調
設備

業務用
冷蔵庫

キャッシュレス決済
（マルチ決済端末）

LED照明 空間除菌
（ターンド・ケイ）

テイクアウト販売
（温蔵庫・ショーケース）

飛沫感染対策
（ロールスクリーン）

換気／省エネ
（全熱交換器）

電力
サービス
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定額制セルフエステスタジオ BODY ARCHI（ボディアーキ）

会員数・店舗数が順調に拡大。
株式会社ボディアーキ・ジャパン

全室個室の空間設 計、定額制キャッシュレス・ 
スマートチェックイン、お客さまご自身によるセルフ
施術という3つのコンセプトで濃厚接触に該当しない
サービスとして展開しています。さらに全スタッフの
健康管理やマスク着用、店内の除菌・消毒を徹底 
すると共に、お客さま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。
緊急事態宣言発 令の際は全店休業を強いられ 
ましたが、安心してBODY ARCHIに通っていただける
環境を整備しプロモーションにも注力した結果、 
4月 末 と 比 較 して2.5倍 以 上 に 会 員 数 が 急 増 
しております（10月末 時点 ）。新 規 出店 計画に 
つきましては、順調に出店数が増加しており、12月末
時点で 全 国23店 舗となる予定です。引き続き
BODY ARCHIの独自性を活かし、健康と美容を 
追求する女性のために会員満足度をさらに高め 
会員数・店舗数を拡大してまいります。 

2020年4月末と比較して
現在会員数が2.5倍以上に。（10月末時点）

（単位：累計店舗数）

2018年 2019年 2020年 2021年計画 2022年計画

100

55

23
11

1

全国

23店舗
（2020年12月末時点）

2021年内に

55店舗 

2022年内に

100店舗を計画中

表参道店
渋谷桜丘店
東急プラザ渋谷店
銀座店
銀座並木通店
六本木店
新宿店

新宿都庁前店
池袋店
大宮店
吉祥寺店
武蔵小杉店
横浜店
立川店

関東16店舗

札幌大通店

札幌

心斎橋店
LINKS UMEDA店
あべのHoop店

大阪

天神VIORO店

福岡

栄店
スパイラルタワーズ店

名古屋

日本橋髙島屋S.C.店
トナリエ宇都宮店

2020年12月OPEN

bodyarchi.com
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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 連結業績

［  売 上 高  ］ 2,780百万円

［  経常利益  ］ 8百万円

△381百万円
親会社株主に
帰属する
当期純利益

［  営業利益  ］ 3百万円

Business Topics

・2020年9月期 第4四半期は回復
・「旅色」月間利用者数が、 

9月に過去最高の320万人に到達
・これまで培ってきたECのノウハウを
もとにD2Cビジネスを開始

（単位：百万円）

3,160 3,367 3,394

2,780

17/9 18/9 19/9 20/9

売上高 （単位：百万円）

301

518

3

17/9 18/9 19/9 20/9

営業利益

△233

（単位：百万円）

513

302

8

17/9 18/9 19/9 20/9

経常利益

△234

（単位：百万円）

△519

188

△381
17/9 18/9 19/9 20/9

親会社株主に帰属する
当期純利益

633
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電 子 雑 誌

緊急事態宣言に伴い、宿泊施設・飲食店が影響を受ける中、
お取り寄せ商品を販売する企業への営業活動に力を入れて 
まいりました。第4四半期からは、自粛していた訪問による
営業活動を再開いたしました。

Go Toトラベルキャンペーン開始前の2020年7月から 
月間利用者数が増加し、9月に過去最高となる320万人
に 到 達。2021年9月 期 は 月 間 利 用 者 数500万 人を 
目指し、プロモーションだけでなく、コンテンツの拡充
により月間利用者の中核を成す、「旅色」ファンの拡大
を図ってまいります。

お取り寄せ特集が新たな収益の柱へ
訪問営業の再開によって第4四半期は緩やかに回復

自治体へのご提案を再開し、2020年10月以降は8自治体との
タイアップを予定。ふるさと納税促進、観光誘客による地域
経済の活性化や、テレワークの定着による移住定住のPR 
までを網羅できる、継続性のある包括的な地方創生に貢献 
しています。

上半期は8自治体とタイアップを実施
2021年9月期は8自治体を予定

「旅色」月間利用者数が
過去最高の320万人に
2021年9月期は目標500万人へ

230万人

135万人

175万人 165万人

320万人

2019年9月 2019年12月 2020年3月 2020年6月 2020年9月

500万人
目標

2021年9月
0

100

200

300

400

500

過去
最高
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ソリューション

㈱ブランジスタソリューションが展開するソリューション業務では、新型 
コロナウイルス感染症の影響もあり、対面での商品購入を必要としないEC 
サイトの利用が増加しています。実績とノウハウが豊富な、主力サービス 

「ECサポートサービス」の重要性が増しており、堅調に推移いたしました。 自社オリジナルブランドを立ち上げ、人気メイクアップアーティストと
特許製法を用いて製造されたスキンケア商品を共同開発。これまでの
業務受託売上だけでなく、自社商品を直接顧客へ販売する新しい 
領域へ進出し、新たな収益の柱へと成長させてまいります。

ECサポートサービスは
堅調に推移

自社ECノウハウを活用した
通販ビジネスへ進出
スキンケア商品のオリジナルブランド
「Feel the HALO」を立ち上げ、販売を開始

ソリューション業務受託企業実績（一部）
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株式会社ネクシィーズグループ
ESGの取り組み
ESG Activities

ESGの取り組み

環境大臣より
 「エコ・ファースト企業」に認定

「エコ・ファースト制度」は、環境の分野において「先進的、独自的でかつ業界をリードする 
事業活動」を行っている企業（業界における環境先進企業）であることを環境大臣が認定する
制度です。ネクシィーズグループは今回の認定取得にあたり、自社の環境保全活動に関する 
取り組みを、「エコ・ファーストの約束」として環境大臣に約束いたしました。これからも 

「ネクシィーズ・ゼロシリーズ」の事業活動を通じて、お客さま・パートナー・地域の皆様・ 
従業員と共に、持続可能な社会の実現を目指してまいります。

2020年10月21日 小泉進次郎 環境大臣から認定

環境大臣認定
エコ・ファースト企業
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2025年9月までの
CO2削減目標

エコ・ファーストの約束
環境先進企業としての地球環境保全の取り組み

LED照明のトータル導入件数と過去実績から予測

※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㈱  
基礎排出係数0.468kg-CO2/kWhに基づく

右のQRコードより全文をご覧いただけます。

ネクシィーズ・ゼロ投資予算を1,000億円に増加、LED

照明をはじめとするエネルギー消費削減に貢献する商材
を初期投資ゼロで普及させ、地球温暖化防止に貢献。

2025年9月末までの
CO2削減目標

 150万t※

91.2万ｔ

150万ｔ

2012年11月～
2020年9月までの
累計実績

2025年9月までの
目標

625個分の
CO2排出を削減

［ 東京ドーム ］

約80万人が排出する
CO21年分を削減

［ 新潟市の人口 ］

詳しくはこちら
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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463,501株を控除して計算しております。

近藤 太香巳
株式会社近藤太香巳事務所
ネクシィーズ従業員持株会
一般社団法人 HDP
山沢 滋
SMBC日興証券株式会社
日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口）
大前 成平
山本 司
BNY GCM CLIENT ACCOUNT
JPRD AC ISG (FE-AC)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  計

所有株数（株）株主名

3,279,480
1,275,500

917,700
700,000

　403,200
375,600

263,000

226,130
180,730

177,271

7,798,611

持株比率（％）

25.32
9.85
7.09
5.41

　3.11
2.90

2.03

1.75
1.40

1.37

60.22

53,654,560株
13,413,640株
11,603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9月30日現在）

■株式の状況 （2020年9月30日現在）

■大株主 （上位10名） （2020年9月30日現在）

■役員 （2020年12月16日現在）

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9月30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
株式会社ブランジスタメディア
株式会社ブランジスタソリューション
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、
株式会社ネクシィーズ・ワンダーウォールがあります。また、関連会社として
株式会社ボディアーキ・ジャパン、株式会社アイメッド等があります。

環境大臣認定
エコ・ファースト企業


