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■記念配当

（単位：円）年間配当推移
株主還元について

［  売上高  ］18,763百万円
（前年同期比19.3%増）

351百万円［  営業損失  ］

353百万円［  経常損失  ］

2021年（令和3年）9月期 連結業績
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トップメッセージ

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

連結決算および［中期経営計画2022-2024］を発表いたしました。
株主・投資家の皆さまには、 日頃より当社事業活動にご理
解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。2021年度を
振り返ると、大きな変化の節目となった1年でした。新型
コロナウイルス感染症の世界的感染拡大の長期化、上半
期の電力原価の高騰が電気小売事業の業績に影響いたし
ました。コロナショックは、日本人の生活や経済に大きな
ダメージを与えましたが、備えることの大切さやすぐに対
応できる機敏な組織であることの重要性を学ぶ機会になり
ました。安心して働ける環境を1日も早く実現するために、
ネクシィーズグループでは新型コロナワクチン「職域接種」
を東京・名古屋・大阪・福岡で実施。グループ従業員と家
族、 取引先関係各社で合計14,103人のワクチン接種を実
施いたしました。激変する環境下でスピーディーに前へ前へ
と対応してきた2021年度であったと考えております。

2021年9月期の連結業績においては、売上高18,763百万
円（前年同期比19.3%増）、営業損失351百万円、経常損
失353百万円、当 期 純 損 失※1,153百万円となりました。
主力事業である「ネクシィーズ・ゼロ事業」は、お客様か
らのニーズが高い“Withコロナ商材”を中心とした商材の
提供に素早く舵を切りました。発表した『中期経営計画
2022-2024』では、東証プライム市場を選択する方針を
固め、中期経営計画の基本構想を定めました。また、ネク

シィーズ・ゼロ事業の重点戦略として「地方金融機関との
連携強化」、「商材の多様化」、「スマート農業導入による売
上拡大」を掲げました。ネクシィーズグループは、これま
でも社会変化を機敏にキャッチし、独自のビジネスを生み
出してまいりました。大きな変化が起きている今だからこそ、
チャレンジできる潜在的な領域があらゆる方面にあると考
えております。2022年度はコロナを乗り越え、再び成長
への歩みを進めるスタートの年にしたいと考えております。
株主の皆さまへの還元に関しましては、1株当たり20円、中
間・期末配当の合計で年間配当40円の実施といたしました。
いま、世界中が挑戦を続けています。事業をつなぎ、日常
を取り戻すために奮闘する皆さんのために初期投資0円の
ネクシィーズ・ゼロが、中小企業や地方自治体を支える力
になる。私たちが全力で取り組める、未来へのかかわり方
だと信じています。
ネクシィーズグループのさらなる成長へ向けたチャレンジに
どうぞご期待ください。

※ 親会社株主に帰属する当期純損失

こちらのQRコードより、第32期 株式会社 
ネクシィーズグループ連結決算および中期
経営計画 説明動画をご覧いただけます。
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業績ハイライト

株式会社ネクシィーズグループ
2021年（令和3年）9月期
連結業績ハイライト
Business Performance Highlights

通期業績は、電力原価高騰による損失が影響。
売上高は19.3％増となり、コロナ前の水準を突破。
当連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染症の拡大による、緊急事態宣言やまん延
防止等重点措置の発令により、設備投資を手控える動きも一部では見られました。一方で、業
務用空調設備や業務用冷蔵庫、Withコロナ商材関連商材が好調に推移し売上高が予想を上回
りました。また、解約・料金未納等の発生が想定よりも少なかったことから、貸倒引当金繰入額
が減少し、収益につきましても予想を上回りました。電子メディア事業は、「旅色」お取り寄せ特
集への広告掲載数の増加や、自治体からの広告売上も好調に推移しました。また、ソリューショ
ン業務では、ECサイト利用の需要増加を背景に売上高が好調に推移しました。しかしながら、
上半期（2020年10月～2021年3月）の電力小売事業における電力仕入価格の大幅な高騰によ
る損失が大きく影響し、下半期（2021年4月～9月）の業績回復にもかかわらず、通期業績にお
ける営業利益および経常利益、当期純利益の黒字化には至りませんでした。

2022年（令和4年）9月期連結業績予想

2021年
9月期

2022年
9月期（予想）

売上高 18,763 19,000

営業利益 △351 300

経常利益 △353 300
親会社株主に帰属する
当期純利益 △1,153 170

（単位：百万円）
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（単位：百万円）

16,048 16,873
18,412

15,728

18,763

17/9 18/9 19/9 20/9 21/9

売上高 （単位：百万円）

2,054 
1,924 

2,064

△1,627

17/9 18/9 19/9 20/9 21/9

営業利益

△351

（単位：百万円）

2,269 

1,941 
2,168

△1,782

17/9 18/9 19/9 20/9 21/9

経常利益

△353

（単位：百万円）

1,767
1,913

1,516

△2,136

17/9 18/9 19/9 20/9 21/9

親会社株主に帰属する
当期純利益

△1,153

142.77 151.45 

117.86

△165.29
17/9 18/9 19/9 21/920/9

1株当たり当期純利益 （単位：円）

△89.03

（単位：円）

435.00
470.81

266.65

556.37

138.99

17/9 18/9 19/9 20/9 21/9

1株当たり純資産額 （単位：％）

38.6 

48.8 

40.8 

12.3

21.5 

17/9 18/9 19/9 20/9 21/9

自己資本比率 （単位：％）

34.2 
30.6

23.1

ROE

△44.9

17/9 18/9 19/9 21/920/9

△43.9
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ネクシィーズ・ゼロ事業
Nexyz.Zero Division

節電効果への期待から、街路灯などの照明設備をLED
に切換える自治体が増えています。しかし、初期導入
コストの確保が難しいという声も少なくありません。
箱根町は「ネクシィーズ・ゼロ」を活用して3,388灯の
街路灯を一斉にLED化しました。これにより、総削減
電気量は2,877,942kWh、総削減CO2量は1,315tと
なり、大きな削減効果を得ています。

神奈川県 箱根町
［ネクシィーズ・ゼロ 導入例］
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www.nexyz.jp株式会社ネクシィーズ

ネクシィーズ・ゼロシリーズ

時代に最適化した「モノの融資」サービス
ネクシィーズ・ゼロシリーズ。
日本の会社は99.7％が中小企業。人々の生活と経済を循環させる原動力です。その中小企業・地方自治体を
活性化させる設備投資のための最適解は、価格・商品力を兼ね備えた「サービスのパッケージング」だと私た
ちは考えます。あらゆる顧客ニーズ（社会の課題）に応えるベストな答えとして「ネクシィーズ・ゼロシリーズ」
をご提案しています。2021年9月期における年間導入件数は約12,560件、累計導入件数は75,470件（2021
年9月末時点）となりました。中小企業の成長を支える新しい設備投資の選択肢を増やし、時代に最適化した

「モノの融資」サービスとして、ネクシィーズ・ゼロは、多様化するお客様のニーズに応えてまいります。

ネクシィーズ・ゼロの仕組み

顧客・企業 メーカー金融機関

融 資

返 済

購入またはリース

販 売

顧客・企業
流動化枠

メーカー

仕入れ

投資金確保

支払い

企業が設備投資を行う場合
銀行の融資によりメーカー
から購入またはリース

環境にも貢献できる
「モノを融資」する仕組み

金融機関

商品提供

サービス利用料

［ 一般的な銀行融資 ］

［ ネクシィーズ・ゼロ］
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成長戦略

地方金融機関との連携強化、
スマート農業市場へ参入。

緊急事態宣言も解除され、感染者数も減少しており、中小企業や地方自治体にも経済
の回復傾向が見え始めてきました。環境問題や社会の変化がもたらす様々なトレンド
も見据えて、私たちは課題を明確に定めた「中期経営計画2022-2024」を通して、業
績をコロナ禍以前の健全な状態に戻し、さらなる業績拡大・利益の最大化を目指して
まいります。中期経営計画の重要項目として、地方金融機関との連携の強化を推進し、
さらに2021年8月よりIoT化を推進する次世代型の農業「スマート農業」に対応した農
業設備の取扱いをスタートしています。引き続き「ネクシィーズ・ゼロシリーズ」のニー
ズを見極め、新規成長分野へ挑戦してまいります。
電子メディア事業につきましては、「地方創生に貢献」をテーマに、観光・外食需要の
回復による宿泊施設・飲食店からの広告掲載売上の拡大を目指し、ソリューション業
務は主力サービスの「ECサポートサービス」の業務受託に注力してまいります。また、
2022年4月4日より東京証券取引所の市場区分が「プライム市場・スタンダード市場・
グロース市場」の3つに変更されますが、当社の方針といたしましては東証プライム市
場を選択する方針です。引き続き、株主価値・企業価値向上に取り組んでまいります。

中期経営計画 2022-2024 発表

 「モノの融資」と販売網の組み合わせで、
販売力を強化。

※地域銀行・信用金庫・信用組合・リース会社を含む提携済地方金融機関の合計

地方金融機関の提携数と
ビジネスマッチングの推移

 ■ビジネスマッチング成約数の推移■地方金融機関との累計提携数

目標
10,000以上

2,909

1,080
574

76
2019年
9月期

2018年
9月期

2020年
9月期

2024年
9月期
目標

2021年
9月期

～

2019年
9月期

2018年
9月期

2020年
9月期

2021年
9月期

（累計件数）

累計成約社数　

2,909社
（2021年9月末現在）

地方金融機関

32行と提携完了※

3232行行

1818

1111

66
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定額制セルフエステ　BODY ARCHI（ボディアーキ）

新形態の複合型店舗OPEN!
SPA施設とのコラボ型店舗が拡大。

定額制セルフエステBODY ARCHIは、2018年11月に1号店をオープ
ン。現在、延べ来店者数95万人を越え、全国で38店舗（12月オープ
ン予定を含む）を展開しております。9月には初の温浴施設との併設
店となる「かじまちの湯 SPA SOLANI店」（静岡・浜松）11月「SOLA 
SPA 牧の原モア温泉店」（千葉・印西）、12月には「SOLA SPA 呉 
大和温泉店」（広島・呉）がオープン。月額会費で追加料金なく、お
風呂（スパ）が無料。（1日1回、毎日利用可能）今後は、スポーツク
ラブ・ネイルサロン・美容室などのコラボ型店舗の拡大にも注力して
まいります。また、業界初の12ケ月通って実質0円となる会費以上の
プレミアム特典企画もスタート。楽天グループとの新規獲得プロモー
ションとして、通うだけで楽天ポイントが使える・貯まる。楽天初の定
額制（サブスクリプション）サービスとして、BODY ARCHIが初導入
となりました。日本最大1億以上の会員データと連携し、さらなる
BODYARCHI会員の増大と店舗拡大を目指してまいります。

国内出店数 No.1※ 

来店者95万人突破!

株式会社ボディアーキ・ジャパン
bodyarchi.com

セルフエステ × SPA（温浴施設）のマッチングニーズを分析し、
全国各地域でコラボ型店舗を展開予定。

1号店OPENから3年で

全国38店舗
※12月OPEN予定含む

かじまちの湯   
SPA SOLANI

（静岡・浜松）

・8/3 錦糸町駅前店
・8/16 品川港南口店
・9/15 かじまちの湯 SPA SOLANI店（静岡・浜松）
・11/22 SOLA SPA 牧の原モア温泉店（千葉・印西）
・12月 SOLA SPA 呉 大和温泉店（広島・呉）

8月～12月OPENNEW

月額利用料・商品の定期便利用料
200円（税抜）につき1ポイント付与

9月
OPEN

業界初サブスク導入

 楽天初の定額制
（サブスクリプション）として

BODY ARCHIが初導入

※ 女性限定 8Nexyz.Group Corporation Financial Report



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

2021年9月期 連結業績

［  売 上 高  ］3,290百万円

［  経常利益  ］ 365百万円

213百万円
親会社株主に
帰属する
当期純利益

［  営業利益  ］ 350百万円

Business Topics

（単位：百万円）

3,394
2,780

3,290

売上高

19/9 20/9 21/9

（単位：百万円）

3

518

350

営業利益

19/9 20/9 21/9

（単位：百万円）

8

513

365

経常利益

19/9 20/9 21/9

（単位：百万円）

△381

213

親会社株主に帰属する
当期純利益

633

19/9 20/9 21/9

（対前期増加額　＋510百万円）

（対前期増加額　＋347百万円）

（対前期増加額　＋356百万円）

（対前期増加額　＋594百万円）

2021年9月期 
 「旅色」月間利用者数が500万人を突破 
お取り寄せは2.4倍、 
自治体タイアップは3.4倍に売上が拡大

2024年9月期は過去最高売上高、
最高益を更新
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電 子 雑 誌

今期目標としていた「旅色」月間利用者数500万人を達成。利用者数
の拡大による媒体価値向上を図っていることで広告価値が向上している
ことから、掲載中の広告クライアントに対する追加広告の販売を開始
いたします。掲載期間中に、スポット的に露出を追加することができる
特集枠を制作・販売し、従来の広告売上だけではない、新たな売上の
獲得を図ってまいります。また、スポット売上の獲得を行う専門チーム
を編成し、広告売上の更なる拡大へつなげてまいります。

 「旅色」利用者数が505万人にまで拡大
電子雑誌広告は、
新たにスポット売上を獲得し
更なる拡大へ

追加露出可能なスポットで掲載する広告プランを追加販売

2021年9月期よりスポット掲載の提案を実施
更なる拡大に向けスポット掲載を提案する専門チームを編成

スポット売上①
例）露天風呂のある宿特集

スポット売上②
例）季節のスイーツ特集

1ケ月後 4ケ月後3ケ月後2ケ月後 5ケ月後 6ケ月後

従来の
広告売上掲載

開始

新規契約

スポット売上について

コロナ禍で急成長しているお取り寄せ特集の広告売上は順調に拡大し
ており、前年比2.4倍に拡大いたしました。さらに、新型コロナウイル
ス感染症の影響を受けていた宿泊施設・飲食店などからの広告売上が
徐々に回復傾向にあり、今後の観光・外食需要の回復によって、更なる
広告出稿の増加が予想されるため、広告売上をさらに拡大させることが
可能であると考えております。

お取り寄せ特集の広告売上が
好調に推移
宿泊施設・飲食店の広告掲載が
回復基調に

（単位：百万円）

84

231

571
「旅色」お取り寄せ特集の広告売上推移

前年比約2.4倍
順調に拡大

2019年
9月期

2020年
9月期

2021年
9月期
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ソリューション

お取り寄せ特集とともに、コロナ禍で急成長している自治体からの広告売上は、
3.4倍と大幅に回復いたしました。2022年9月期は、すでに14の自治体とのタイ
アップが決定しており、2021年9月期の契約額を突破しております。自治体向けの
提案を専門で行う営業担当の増員を行い、各地域の関係人口増加につながる新た
な商材を追加し、自治体支援をさらに強化していきたいと考えております。

自治体からの広告売上が好調
更なる市場拡大へ

（単位：百万円）

78

46

160

自治体タイアップ売上推移

前年比約3.4倍
大幅に拡大

2019年
9月期

2020年
9月期

2021年
9月期

主力サービス「ECサポートサービス」では、既存クライアントか
らのニーズが増しており、「ブランジスタ物流」では、クライアン
ト数及び単価が増加していることから、売上高が好調に推移いた
しました。
今後は、月額9,800円から利用できるECサイトの一元管理システ
ム「まとまるEC店長」の契約者数増加を図り、クライアントの事
業規模の拡大に合わせて主力サービスである「ECサポートサービ
ス」へのアップセルと、各周辺サービスへのクロスセルによる、業
務受託売上の拡大を図ってまいります。

ECサイト利用の需要増加を背景に、
売上高が好調に推移

低額サービスからのアップセル＋
さらにクロスセルで売上拡大へ

中核サービスへ
アップセル

周辺サービスを
クロスセル

当社グループのオフショア業務と越境EC拠点となる海外拠点増設を模索

中核サービスを追加受託
業務受託売上を拡大

低額サービス
契約社数を拡大

月9,800円〜の
在庫一元管理ASP 他

クライアントの
事業拡大に合わせて

必要なサービスを追加受託

46百万円

160百万円

2020年
9月期

2021年
9月期

2022年
9月期～

上半期公開予定

自治体タイアップ
契約額の推移 +α

 （2021年11月現在）

今期上半期だけで前期を上回る
契約額を突破

164百万円
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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

サスティナビリティを踏まえた
ビジネスの追求
初期投資ゼロで最新の設備を導入できる「ネクシィーズ・ゼロシリーズ」のメイン商材であるLED
照明は、COP21で採択されたパリ協定を受けて、日本では「地球温暖化対策計画」が閣議決
定され経済産業省と環境省が具体策を検討した結果、民生部門（業務・家庭）のエネルギー起
源のCO2の排出量を約40％削減する必要があるとしています。この高い削減目標を達成するた
めに、オフィス、工場などでLED等の高効率照明を2030年までにストック（既設）で100%導
入する目標が掲げられました。当社は、エコ・ファースト企業に認定された責任として2025年9
月までのCO2削減目標150万ｔを目指しております。現在、2021年9月末までに累計116万ｔの
CO2削減を達成しております（削減目標達成率77％）。引き続き、環境問題の解決は、企業の成
長戦略と捉え、グループ全体で取り組んでまいります。

●TCFDフレームワークに沿った対応
ネクシィーズグループは、「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD)」に対する賛同を前提
とした、気候変動関連リスクおよび機会に関して、4つのTCFD推奨開示項目に沿った開示に向け
て準備してまいります。

TCFD推奨開示項目
ガバナンス どのような体制で検討し、それを企業経営に反映しているか。

戦略 短期・中期・長期にわたり、企業経営にどのような影響を与えるか。またそれについてどう考えたか。

リスク管理 気候変動リスクについて、どのように特定・評価し、またそれを低減しようとしているか。

指標と目標 リスクと機会の評価について、どのような指標を用いて判断し、目標への進捗度を評価しているか。

13 Nexyz.Group Corporation Financial Report



「エコ・ファーストの約束」と連動して、
2025年9月までにCO2削減目標
　　　　　を目指しています。

※環境省・経済産業省  2020年公表の 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

2021年9月末までに

116万ｔ万ｔ
CO2削減を達成

前年同期比

24.8万t増

2012年11月
～2020年9月
までの累計

2012年11月
～2021年9月
までの累計

2025年9月
までの目標

91.291.2万ｔ

150150 万ｔ
※

企業のサスティナビリティ（持続可能性）のためにESGの取り組みの重要性を把握し、 
財務状況だけではなく地球環境への配慮や社会貢献、 そして事業の統治プロセスと
いう幅広い視点から持続可能な社会を担う企業であるため、 株主の皆さま、 投資家
をはじめとするステークホルダーの皆さまに向けて今後もサスティナビリティページ
での情報開示を行ってまいります。

当社Webサイトに「サスティナビリティ」ページを作成

150万t
株式会社ネクシィーズグループは、 

2020年10月に環境大臣より
「エコ・ファースト企業」に認定されました。

2030年までに
LED照明設置 100%へ

日本政府の基本方針閣議決定

［ 地球温暖化対策計画 ］

COMING
SOON
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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）
23億4,274万円（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460,881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
日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口）
一般社団法人 HDP
株式会社バードアイ
大前 成平
山本 司
JPモルガン証券株式会社
株式会社日本カストディ銀行（信託口）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  計

所有株数（株）株主名

3,280,680
1,275,500

948,200

718,300

700,000
　675,000

226,230
180,730
138,107
125,900

8,268,647

持株比率（％）

25.28
9.83
7.31

5.53

5.39
　5.20

1.74
1.39
1.06
0.97

63.71

53,654,560株
13,439,140株
11,977名

発行可能株式総数
発 行 済 株 式 総 数
株 主 数

■会社概要 （2021年9月30日現在）

■株式の状況 （2021年9月30日現在）

■大株主 （上位10名） （2021年9月30日現在）

■役員 （2021年9月30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 （2021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
 ［ 電力小売事業 ］
株式会社ネクシィーズ・ゼロ
 ［ 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

※上記は主要な連結子会社を記載しております。
※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・ワンダーウォール等があります。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

こちらの QRコードより、
第32期 株式会社ネクシィーズグループ

連結決算および中期経営計画 説明動画を
ご覧いただけます。


