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平成21年12月にハクビ総合学院、平成22年4月にホシノドリームズ

プロジェクトのウェブサイトをリニューアルいたしました。さらに幅広い

ユーザーを対象に、より見やすく分かり易いウェブサイトの構成や

デザインを目指しました。是非ご覧ください。

ハクビ総合学院　www.hakubi.net HDP　www.hoshinodreams.com

株主の皆様へ

ハクビ総合学院

旅色
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広告件数が大幅に増加
メディアとして拡大を続ける「旅色」

さらなるプロモーションで
和文化をもっと身近に

グループ連結黒字化へ向け、
予想を上回る好調な業績を達成
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主な業績推移（連結）

第21期第2四半期 ハイライト

グループ連結黒字化へ向け、
予想を上回る好調な業績を達成

株主の皆様へ
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、第2四半期におきましては、各事業セグメントに

おいて、順調に業績が推移した結果、増収となりました。

売上高は39億88百万円、営業利益は80百万円、経常利益は68

百万円となり、営業利益、経常利益がともにプラスに転じ黒字

化いたしました。

当初の予想を上回る業績を達成できたことにより、通期連結業績

予想の上方修正をこの上半期で発表することができました。

ネクシィーズグループが「第2の創業期」として全力で取り組んで

きた、代理店モデルから自社サービス提供モデルへのチェンジ、

そして4年間の積極的な先行投資によるさまざまなチャレンジ

が成果となって現われてきました。

継続的に安定した収益を得られる事業を中心に、独自のアド

バンテージを持つ企業とのJV方式（注）によるグループ子会社

設立などの取り組みが、グループ全体の収益拡大につな

がっております。

3 つの事業がそれぞれ業績をけん引
ブロードバンド事業では、引き続きインターネット接続サービス

「Nexyz.BB」の加入者獲得に注力したことで、会員数が約17万

人となり、会員から得られるISP料金も増加いたしました。

また、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」に掲載する宿泊施設や飲食店等との新規契約や契約更

新の数が順調に増加し、広告掲載料収入も増加いたしました。

著名な女優が多数出演する「旅色」では、テレビ、雑誌、ウェブ、

モバイルのクロスメディア戦略を進めており、ブランドの付加価

値をさらに高めるべく取り組んでおります。

文化教育事業のきもの着付け教室等を運営するハクビ総合学院

においては、ウェブサイトのリニューアル、和文化の魅力を幅広く

伝えるフリーペーパー「kiino（きいの）」の創刊、一般参加が可能

な日本最大級きものコンテストへの新たなアレンジにより、きもの

のイメージ向上につながる企画を展開しております。

グループ全体としては、継続して費用の削減に取り組んだ結果、

収益力が強化され業績の改善に貢献いたしました。

下半期においても、グループの強みである世の中のニーズに

変化対応したビジネスを展開すると同時に、事業の種類別セグ

メントの持つ特性を最大限に活かし、グループ経営によるさら

なる企業価値の向上に努めてまいります。

株主の皆様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これからもどうぞご期待ください。

（注）JV方式・・・Joint Ventureの略。複数の企業同士が、一つの共同事業体として事業を行うこと。

通期予想通期第2四半期

営業利益 80百万円 （ 1億58百万円改善  前年同期比）　経常利益 68百万円 （ 1億75百万円改善  前年同期比）

第21期通期連結業績予想を上方修正

営業利益、経常利益ともに黒字達成

ウェブマガジン「旅色」の広告掲載料収入が増加

売上高 80億円　営業利益 1億20百万円　経常利益 1億円　当期純利益 △50百万円  （上方修正後）　

第 21 期
H22.9月期H20.9月期

第 19 期 第 20 期
H21.9月期

単位：百万円
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売上高
単位：百万円

第 20 期
H21.9月期

第 21 期
H22.9月期
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株式会社ネクシィーズ

 代表取締役社長　近藤 太香巳
△295△295
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2号表紙

上戸彩
さん

文化教育事業は、平成 21 年 4 月に株式会社ハクビをネク

シィーズグループに迎え、あらたにスタートした事業です。

ハクビ総合学院を通じて長い歴史を持つ日本の伝統文化を

継承し、きもの着付け、くみひも、和紙ちぎり絵等の教室運営、

呉服や和装小物等の販売を行っております。当第２四半期

では、毎年恒例となっている日本最大級のきものイベント

「きものクイーンコンテスト2010」を開催いたしました。

ゲストに著名な女優を招き、人気女性ファッション誌

「GINGER」編集長もゲスト審査員として参加。多くのきもの

美人が艶やかなきもの姿を披露しました。

4 月には上野の森美術館で

24 回目を迎える和紙ちぎり絵

創作展を開催いたしました。

700 点を超える作品を展示し、

期間中 4,000 名を超える方々

にご来場いただき、和紙ちぎり絵の新しい世界に触れていた

だける機会となりました。

このようなイベントを通じて、和文化への興味を高めるプロモー

ション活動をさらに展開してまいります。

株式会社ハクビ　www.hakubi.net

さらなるプロモーションで
和文化をもっと身近に

より多くの方に和文化の魅力を幅広く伝えるため、フリー

ペーパー「kiino（きいの）」を創刊いたしました。

昨年12月の創刊号には中谷美紀さん、今年3月発行の2号で

は上戸彩さんがきもの姿で表紙を飾り、表参道や銀座をきもの

姿で散策し女性歓迎のお店情報もチェックできる「カラン

コロン」や、季節にあわせたおすすめのコーディネートもご紹介

しています。生活の中で「和」を身近に感じられる楽しい企画

が満載です。掲載情報はウェブサイトと連動しています。そちら

も是非ご覧下さい。

kiinoウェブサイト： www.hakubi.net/kiino 

あした晴れたら、きものきよう。
 kiino（きいの）創刊

平成22年2月20日（土）毎年恒例のきもの一大イベント「きもの

クイーンコンテスト2010」を開催しました。

事前のプロモーション効果もあり、2,000名を超えるご応募を

いただきました。その中から予選を通過された439名のきもの

美人が浅草公会堂へ一同に集結。

ゲスト審査員に羽田美智子さん、浅見れいなさん、司会に深澤

里奈さんを迎え、日本が誇る素晴らしい文化「きもの」をたっぷり

堪能できる華やかなコンテストとなりました。

また、来る7月31日（土）「ゆかたクイーンコンテスト2010」の

開催が決定。夏を彩るゆかた美人が勢揃いいたします。

日本最大級のきものイベント
「きものクイーンコンテスト2010」開催

見事きものクイーンに輝いた角田実香さん（中央）には
ハワイペア旅行を贈呈。

文化教育事業

文化教育事業
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TV
情報番組とのタイアップ

MAGAZINE
人気女性ファッション誌
「GINGER」とのコラボ

WEB
楽天トラベルと合同で

「旅色 Luxury Stays」を展開

MOBILE
マガストアで携帯版
「旅色」スタート

「旅色」は楽天トラベルとの共同企画「旅色 Luxury Stays」を

はじめさまざまな施策を行っています。

幻冬舎の人気女性ファッション誌「GINGER」6月号で初の別冊

特別付録「女ひとり旅 おすすめ宿 幸せと満足の17軒」を

タイアップし、モバイルの分野においては雑誌を携帯電話

の画面で読むサービス「マガストア」で「旅色」の無料提供

（6月開始予定）をするなど、波及効果の大きいテレビ・雑誌・

ウェブ・モバイル等各メディアと共同企画を実施しております。

「旅色」は次なるステップへ向け、さまざまな試みを通じて

媒体力の拡大に努めると同時に、より付加価値の高い広告

を獲得し、さらなるブランド力の向上を目指します。さまざまな製品・サービスの販売促進を行うソリューションサー

ビス事業においては、日本を代表する28名の女優をナビゲー

ターとして次々と起用するウェブマガジンを展開しており、特に

旅行ウェブマガジン「旅色」に注力しております。 

全国の温泉旅館、ホテル、観光情報など女性のための旅情報を、

雑誌形式の美しい大型の写真で提供しており、TV情報番組と

のタイアップや、人気女性ファッション誌「GINGER」の別冊特別

付録への掲載、話題のテーマに着目した企画「坂本龍馬ゆかり

の地を行く」、長谷川京子さんが表紙を飾り至高のホテルを

紹介する「SPEC IALTY  HOTELS」をスタートしたほか、ペット

ウェブマガジン「puppine(パピーヌ)」でもペットと宿泊できる

施設を掲載するなど、新たな取り組みを行いました。 

平成22年3月末時点での掲載施設数は1,031施設となり（旅館・

ホテル：299施設、飲食・レジャー施設：732施設）、契約更新を半数

以上が希望する等、順調な件数増加への基盤となっています。 

広告件数が大幅に増加
メディアとして拡大を続ける「旅色」

テレビ×雑誌×ウェブ×モバイル
クロスメディア戦略をフル加速！

旅色 mag-tabiiro.com　　  puppine mag-puppine.com

■「旅色」掲載施設数

単位：件
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H21.9月期

257

287

166

第 21 期
第 2 四半期

H22.9月期
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旅館・ホテル 飲食・レジャー施設

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」

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

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

パピーヌ旅色

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

ブロードバンド事業では、インターネット接続サービス

「Nexyz.BB」の提供を行っており、17万人以上の方にご愛用

いただいております。（4月末時点）

「Nexyz.BB」はソフトバンク BB 株式会社のブロードバンド

ADSL 回線（Yahoo!BB）を使用したサービスです。快適な

インターネット環境をより安価にご提供しております。

お客様のインターネット利用環境やニーズに合わせた提案

型営業を説明型テレマーケティングで行っており、インター

ネット未経験者や低価格志向のお客様などからご好評い

ただいております。

「Nex y z . B B」会員限定のサービスコンテンツとして、割引

特典11万件以上の福利厚生サービス「Benefit  Stat ion」の

提供を開始するなど、価値ある商品のご提案や魅力を感じて

いただけるサービスづくりに今後より一層努めてまいります。

17万人に愛用される
インターネット接続サービス

日本のスポーツ界の発展と若者育成のために、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」。

日本を代表するアスリートと真のリーダーシップとは何かを導き

出す「高校生キャプテン会議」や、本場アメリカのスポーツビジ

ネスを体験する「スポーツビジネスインターンシップ」、世界で

戦える若者を支援する「ドリームサポートプログラム」など、スポ

ンサー企業の支援により、本気でスポーツの夢を追い求める

若者を応援しております。

7月10日には青山学院大学にて「第2回高校生キャプテン

会議」、「HDP  AWARD」の開催が決定いたしております。

その他「スポーツ用具支援」を行った国にスポーツのルール

を伝える「ルールブック制作プロジェクト」（第１回目はインド

へ提供）を発足するなど、スポーツを愛する心を結集し、若者

の成長と夢の実現を支援しております。

HDPでは、アメリカの少年野球ベーブ・ルース・リーグと最多

連続出場のメジャー記録を持つカル・リプケン・ジュニアが

共同でスタートさせた世界大会「カル・リプケン・ジュニア

12歳以下世界少年野球大会」へ平成22年度から活動の一環

として支援してまいります。

子供たちが世界の国々と

の国際試合を通して交流

を深め、グローバルな感覚

の養成を目的とするプロ

グラムです。

本気の若者たちにより多くのチャンスを

H20.9月期
第 19 期 第 20 期

H21.9月期
第 21 期
第 2 四半期

H22.9月期

少年野球日本代表が
「ホシノジャパン」として世界大会へ！

■「Nexyz.BB」会員数の推移

ブロードバンド事業

ソリューションサービス事業

単位：人
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通期第2四半期

ホシノドリームズプロジェクト　www.hoshinodreams.com
HDP
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169,766169,766
４月末時点

17万人
突破
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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 その他有価証券評価差額金
   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）

第20期連結会計年度
（平成21年9月30日）

第21期第2四半期末
（平成22年3月31日）

（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
2,876
599
 397
1,879
7,521

2,996
91

3,088

1,987
4,653
4,439

△6,765
△339
△14
2,459
4,432

7,521

 

3,988
2,338
1,649
1,568
80
13
26
68
-
19

49

43
△17
26
△3

 

2,840
1,541
1,298
1,375
△77
8
38

△106
-

343

△450

23
△36
△41
△396

 

第20期第2四半期累計
平成20年10月 1日から
平成21年  3月31日まで

第21期第2四半期累計
平成21年10月  1日から
平成22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四半期末残高

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

126

20

△463

△316

3,138

2,821

 

△86

111

△1,232

△1,207

5,087

3,880

 

第20期第2四半期累計
平成20年10月 1日から
平成21年  3月31日まで

第21期第2四半期累計
平成21年10月  1日から
平成22年 3月31日まで

流動資産の減少は、主に短期借入金の返済と社債
の償還による現金及び預金の減少であります。
これにより負債の短期借入金と社債もそれぞれ
減少しております。

  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（△）
　　四半期純損失（△）

連結貸借対照表

第2四半期連結財務諸表のポイント

※第21期第2四半期の連結財務諸表実績には、昨年4月に連結子会社
となった株式会社ハクビとその子会社である株式会社美楽衣の業績
が新たに加わっております。

1

1

2

1

各事業の売上高が好調に推移した一方で、賃借料や
電話通信費を中心に売上原価や販売費及び一般
管理費の費用圧縮に努めた結果、営業利益、経常
利益がともに黒字化いたしました。

連結損益計算書

2

当第2四半期連結累計期間における我が国の経済は、外需の

持ち直しや緊急経済対策の効果などを背景に景況回復の兆し

が見え始めたほか、雇用環境にも僅かに改善が見られました。

しかしながら、海外景気に下振れ懸念があるほか、個人消費の

低調な推移やデフレの影響もあり、依然として厳しい状況が続き

ました。GDPの伸び率は、平成21年10月～12月に0.9％増となり

ました。消費者物価指数（生鮮食品を除く）は、前年同月比

△1.2％～△2.2％の間で推移いたしました。

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さらなる企業価値の向上

に努めております。

当社グループの事業の種類別セグメントは、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つに

区分しております。

ブロードバンド事業では、インターネット接続サービス

「Nexyz.BB」の提供および加入希望者の獲得を行っております。

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」の

提供のほか、金融商品仲介、保険代理店業務、業務用食品卸業

支援等の企業の販売促進支援に関わる業務を行っております。

文化教育事業では、ハクビ総合学院による、きもの着付け教室

等の運営や、呉服・和装小物等の販売が主な業務であります。

当第2四半期連結累計期間においては、引き続き「Nexyz .BB」

の加入希望者の獲得に注力したことで、会員数が約17万人と

なり、会員から得られるISP料金も増加いたしました。また、

「旅色」の広告クライアントである宿泊施設や飲食店等の新規

契約や契約更新の数が順調に増加し、広告掲載料による収入

も増加いたしました。

その他の各業務についても堅調に推移いたしました。ハクビ総合

学院においては、毎年1月～3月は催事が少ないものの、教室の

生徒からの月謝等の収入は安定して得ることができました。

一方で、当社グループ全体としては、継続的に費用の削減に取り

組み、営業に係る電話通信費や賃借料の費用圧縮に加え、広告

宣伝費や採用費などの支出を見直したことにより、従来よりも販売

費及び一般管理費を抑えた事業運営を行うことができました。

これらの結果、売上高3,988百万円（前年同四半期比40.4％増）、

営業利益80百万円（前年同四半期営業損失77百万円）、経常利益

68百万円（前年同四半期経常損失106百万円）となり、四半期純

損失は3百万円（前年同四半期純損失396百万円）となりました。

３つの事業それぞれが業績を牽引
継続的な費用削減の取り組みが業績に貢献

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

1,572

1,243

1,274

△101

3,988

45

242

△1

△206

80

売上高
（百万円）

営業利益
（百万円）

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

第２１期第２四半期 連結決算の概要 第２１期第２四半期 連結決算の財務諸表
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会社概要 （平成22年3月31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 平成22年3月31日現在）

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
取締役　　　　　吉藤  淳
監査役　　 　　 祐成  太 郎
監査役　　　　 中井 政嗣
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3月31日現在)

株主数

前期末比
1,030名減

23,723 名
(平成21年9月30日)

22,693名
(平成22年3月31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(%)

437,306

85,676

36,720

14,148

12,900

12,077

7,324

7,000

6,211

5,983

32.60

6.39

2.74

1.05

0.96

0.90

0.55

0.52

0.46

0.45日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口６）

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。

■お問い合わせ先
株式会社ネクシィーズ　
TEL：03-5459-7444（代表）
e-mail：info@nex yz.co. jp

前期の配当金は、中間期（6 0円）と期末（6 5円）合わせて年間1 2 5円といたしました。当期につきましては、
期末に一括して1 2 5円の配当を行なう予定であり、年間配当金は前期と同様1 2 5円となる予定でございます。配当について

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

■証券コード ： 4346
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