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１．平成17年12月期の連結業績（平成16年12月21日～平成17年12月20日）

(1)連結経営成績      （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年12月期 166,423 1.3 7,327 △32.0 8,414 △12.8

16年12月期 164,304 4.9 10,780 △14.2 9,650 △13.1

 当期純利益
１株当たり

当期純利益

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

株主資本

当期純利益率

総資本

経常利益率

売上高

経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

17年12月期 5,749 △7.6 108 12 107 55 17.7 10.3 5.1

16年12月期 6,219 △0.3 116 29 114 87 21.2 12.0 5.9

（注）①持分法投資損益 17年12月期 1,080百万円 16年12月期 850百万円

 ②期中平均株式数（連結） 17年12月期 52,284,398株 16年12月期 52,743,096株

 ③会計処理の方法の変更 無

 ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2)連結財政状態　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。  

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 百万円 百万円 ％ 円 銭

17年12月期 83,863 34,697 41.4 660 31

16年12月期 79,483 30,261 38.1 576 24

（注）期末発行済株式数（連結） 17年12月期 52,401,363株 16年12月期 52,366,204株

(3)連結キャッシュ・フローの状況                  （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。  

 
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

期末残高

 百万円 百万円 百万円 百万円

17年12月期 381 △1,022 △709 6,426

16年12月期 3,438 2,882 △7,793 8,296

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 6社　持分法適用非連結子会社数 0社　持分法適用関連会社数 1社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 0社　（除外） 4社　持分法（新規） 0社　（除外） 0社

２．平成18年12月期の連結業績予想（平成17年12月21日～平成18年12月20日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

中間期 86,200  5,100  3,000  

通　期 169,800  9,000  5,500  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 104円96銭  

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

なお、上記予想に関する事項は添付資料の９～10ページ及び12ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

 

事業区分 名称 主な事業内容  位置付け

通販事業

(株)ニッセン・ロジスティクス・サービス
　(注)２ 

出荷・保管・検品業務  連結子会社

スパーク・エース・リミテッド
香港及びその近隣諸国の商品を当社に輸
出供給

 連結子会社

アドバンス・プログレス・リミテッド 当社が輸入する商品の検品業務  連結子会社

(株)ナビバード　(注)３ 海外在住者への商品の販売  非連結子会社

(株)アルベルト　(注)４
消費者行動分析技術を基にした商品推薦
サイトの運営

 非連結子会社

ニッセン・ジー・イー・クレジット(株) 当社顧客への消費者金融業務  持分法適用関連会社

現販事業

(株)ニッセンシェイプファンデ 体型補整下着等の販売  連結子会社

(株)ニッセンユービスト友の会 割賦販売法に基づく前払式特定取引業  連結子会社

(株)ニッセンエヴァーズ大分 貸衣裳業  連結子会社

（注）　１　事業区分の内容については「（セグメント情報）【事業の種類別セグメント情報】（注）２　事業区分の

    主な内容」のとおりであります。

２　特定子会社に該当しております。

３　株式会社ナビバードは海外在住者向けオンラインショップ「jshoppers.com」を通じ、当社商品の提供を行

なっております。

４　株式会社アルベルトは家電商品選択支援サイトである「教えて！家電」の運営のほか、ＥＣサイトやメー

カーダイレクトサイトまたは実店舗への効率的な顧客誘導などのマーケティングプロモーション事業を行

なっております。

５　前連結会計年度まで連結子会社であった株式会社ニッセン彩美苑、株式会社ニッセン華翔苑、株式会社

    ニッセン京美苑、株式会社ニッセン優輪苑は、いずれも清算結了しております。

以上の企業集団の状況について事業系統図を示すと、概ね次のとおりであります。
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２．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは昭和45年（1970年）の設立以来、価値ある商品やサービスの提供による、お客様満足の実現とお客

様に選ばれる企業を目指し、流通の仕組みの改善に向け、仮説と検証を繰り返しながら独自の事業形態による活動を

行ってまいりました。

　今後とも永遠に存続し続けられる企業を目指して、お客様には商品やサービスを通じて新しいライフスタイルを提

案し、株主の皆様には経営の透明性を通じて信頼を高めるとともに、お取引先との信頼関係をさらに深め、さらには

「善き企業市民」として地域社会に貢献し、また従業員には自己実現と報酬を通じて満足と豊かさを提供できるよう、

当社グループをとりまくあらゆる方々から“ちょっといいな”と感じていただける経営に、グループ一丸となって取

り組んでまいります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社グループは、業績連動型の利益配分を基本方針としております。一方、株主価値の向上を図るためには財務体

質の安定による経営基盤の強化についても考慮する必要があるため、株主資本比率50％および配当性向30％を目指す

とともに、内部留保金については今後予想される経営環境の変化に対応するための既存事業の強化、将来の新規事業

分野への投資や有利子負債の削減に活用するとともに、自己株式の取得による発行済株式総数の実質的な削減を通じ

た株主還元についても、柔軟かつ機動的に実施し、配当を含めた株主還元率35％を目標としてまいります。

(3）目標とする経営指標

　当社グループは、データベースマーケティングを中核とした独自のグループ経営を推進し、社会的、経済的価値の

創造を通じて、全てのステークホルダーから“ちょっといいな“と感じていただける企業グループを目指しておりま

す。新中期経営計画の最終年度である2008年度における連結目標数値として、売上高2,000億円、経常利益額160億円、

経常利益率８％を達成することを目標としております。

(4）中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題

　当社グループでは、2008年度を最終年度とする新中期経営計画を2005年度より展開しており、この新中期経営計画

をより高い水準で達成するため、以下の施策による経営の質の向上と堅実な成長を目指して取り組みを進めてまいり

ます。

① データベースを核にしたグループ経営の確立

　通販事業により構築されたデータベースを最大限に活用し、全ての事業群が成長性と収益性の向上に貢献できる

ビジネスモデルを構築するとともに、データベースの獲得と活用による新たな成長戦略の創出を基盤とする独自の

グループ経営体制を確立してまいります。

② 各事業の損益構造改革による収益性の向上

　通販事業は、前連結会計年度における価格政策変更の影響から収益性の低下を招く状況となりました。この反省

をふまえて、価格政策の見直しなど事業収益構造の改革を継続して進めるとともに、更なるローコスト・オペレー

ションの追求により市場環境の急激な変化にも耐えうる強固な事業構造の構築を目指してまいります。

　また、現在の基幹カタログ（コレクティブカタログ）を刷新し、個々のお客様に対する、最適な商品やサービス

の提案を目的とした“カタログ三分の計”戦略を実施することにより、通販事業における売上拡大および顧客デー

タベースの拡充に努めてまいります。

　現販事業は、市場環境の変化に対応するために、市場・商品・売り方など、あらゆる角度からビジネスモデルを

見直すとともに、内部体制や制度の再構築による事業の芯固めを継続して行ってまいります。

　その他、グループ内で展開しているＢｔｏＢ事業、保険事業、金融事業などの高収益事業群については、当社の

重要経営資源である顧客データベースおよびインフラを活用するとともに、カタログ通販事業およびインターネッ

ト通販事業の積極拡大に連動して、今後とも順調に成長を進めてまいります。
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③ ベンチャーファンドを活用した新規事業開発

　当ファンドは、当社グループが有する社内外の経営資産を活用することによって成長の加速が見込める案件など

に投資し、ニッセンの経営資産と他社の有望なビジネスモデルとの融合を図ることで、絶えず新しい商品やサービ

スの開発を実現し、当社グループおよび投資先の企業価値を高めていくことを目標としております。

　なお、株式会社アルベルトでは2005年11月に消費者行動分析技術とリコメンデーション技術を活用した商品推奨

サイトである「教えて！家電」を開設いたしました。

④ グローバル化戦略の推進

　当社グループでは、海外商品調達におけるサプライ・チェーン・マネジメントを積極的に推進しており、協力工

場とのコミュニケーションを強化することでリードタイムの短縮や商品の品質向上に努めております。また、ロー

コスト・マネジメントの一環としてノンコア業務の海外移転を進めており、ローコスト経営による更なる企業競争

力の向上にむけた取り組みを行っております。一方、台湾市場ならびに韓国市場においては、当社のカタログ通販

ノウハウの提供を通じた提携先企業のカタログ通販事業の支援を行うとともに、当連結会計年度に子会社化を図っ

た株式会社ナビバードが運営する海外向けオンラインショップ「jshoppers.com」を通じ、海外在住者に対する販売

拡大に向けた取り組みを行っております。

⑤ ニッセンブランド価値の向上

　当社グループの総合的な企業価値を向上させ、市場における優位性を確保するためには、ニッセンブランド価値

の向上が必要不可欠であると考えております。当社グループの知名度は、これまでの事業活動や広告宣伝活動など

により高まりつつあると考えておりますが、ニッセンブランドがより強固なものとなるよう、新たなコーポレート・

ブランドの発信に向け、当社グループの企業姿勢や理念を反映する行動やプロセス、商品やサービスの提供に取り

組んでいくとともに、全てのステークホルダーから“ちょっといいな”と感じていただけるよう、グループ一丸と

なって取り組んでまいります。

⑥ 変革リーダーシップの強化

　当社グループの永続的な発展のためには「人材力」が最も重要であるという認識のもと、今後も変革リーダーシッ

プを発揮し得る人材の育成を強化してまいります。

　具体的な取り組みとして、複数の視点による人材評価の仕組みを構築し、次世代幹部候補の発掘、およびリーダー

シップ・マネジメント・プログラムの実施、抜擢人事の積極的な実施、女性の活躍の場を更に広げるとともに、社

外からの優秀な人材登用を行い、変革リーダーを中心とした組織力の強化によって、経営統合や業界再編など、当

社を取り巻く環境の変化に対し、柔軟な対応を行ってまいります。
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(5）会社の経営管理組織の整備等に関する施策

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方および会社の経営上の意思決定、執行および監督に係わる経営

　管理組織

a. 基本的な考え方

　経営の健全性と透明性を高め、企業価値の向上を実現するため、コーポレート・ガバナンスの充実は重要な課

題であると認識しております。また、永遠に存続し続けられる企業を実現するためグループ経営強化の視点で当

社グループ各社の経営管理を強化するとともに、監査体制の充実を図ることで、企業利益の追求と社会的責任を

果たすための施策を積極的に実践してまいります。

b. 施策の実施状況

(a). 監査役制度採用会社であります。

(b). 取締役会は８名により構成しており、その内の２名が社外取締役であります。社外取締役２名は投資の専門

家ならびに法律の専門家であり、客観的かつ公正な立場から取締役とは異なった貴重な意見を通じ、経営の

透明化とともに取締役会の機能強化を図ってまいります。

(c). 監査役会は３名により構成しており、その内の２名が社外監査役であります。また、監査役３名による法定

監査に加え、内部監査室による独自の内部監査を実施しております。なお、2006年３月には社外監査役（株

主総会で選任予定）に社会的責任（ＣＳＲ）の専門家であるスコット・ティ・デイヴィス氏を迎え、ＣＳＲ

の観点から取締役および執行役員等の業務を監督する機能を加え、監査役機能の充実を図ってまいります。

 なお、企業としてのＣＳＲを果たしていくための、あるべき企業行動の姿として、ニッセンの社会的責任の

方針（ＮＳＲ方針）を制定しており、グループの全従業員への説明会等を通じた浸透を図っております。

(d). 当社は委員会等設置会社ではありませんが、社外取締役を含む少数の取締役等で構成する会議（人事委員

会・経営戦略会議・人材開発会議）を設置し、事業執行部門の監督機能の強化ならびにグループ全体の重要

な戦略立案を行っております。

(e). 当社では執行役員制度を導入しております。経営統合や業界再編など当社を取り巻く経営環境に対応するた

め、経営と執行の役割を明確化するとともに、執行のレベルアップの為に執行役員への権限委譲を進めるこ

とで、戦略的意思決定と業務改革の迅速化による企業の活性化と経営基盤の強化を図っております。

(f). お取引先および従業員による経営監視の目的の為、社内通報制度（ニッセンホットライン）を社内および弁

護士事務所に設置しております。

(g). 内部監査室では独自の内部監査に加え、リスクの分析・評価・ルール見直しの推進とともに、個人情報の取

り扱いルールの浸透と監査を実施しております。

c. 業務執行・監視および内部統制の仕組み
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②　会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要

　該当する利害関係はありません。

③　コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況

　ニッセンの社会的責任の方針（ＮＳＲ方針）をより全社的に浸透させるため、内部監査室では独自の内部監査

に加え、グループ全体の監査を効率的に実施するためのリスク分析および評価を重視した監査手法を取り入れる

とともに、特に情報セキュリティおよび個人情報保護を強化し、従業員への浸透のための情報提供や教育を実施

しております。

　なお、2005年６月には当社グループにおいて、財団法人日本情報処理開発協会（JIPDEC）から個人情報の取り

扱いに関して適切に保護措置を講じていることが認められ、「プライバシーマーク」を取得いたしました。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績について

①当連結会計年度の業績全般に関する分析

　当連結会計年度における我が国経済は、企業収益の回復をうけて雇用環境の改善が進んだことから、個人所得に

も下げ止まりの動きが見られ、景気は緩やかながらも回復が続く状況となりました。

　一方、当社が属する小売業界においては、当第４四半期において気温変動などによる冬物衣料の回復などが見受

けられたものの、個人消費の大幅な回復は依然として見込みにくい状況が続いており、商品・サービスに対する消

費者の選別の眼の鋭さや、業界内における価格競争や品質競争の激しさにより、これまでにも増して厳しい経営環

境が続いております。　　

　このような経営環境のもと当社グループでは、中期経営計画 「Nissen Vision 2008」の経営方針に基づき、収益

構造の改革を推進するとともに、お客様の立場に立った商品やサービスの提供をすることにより、全てのステーク

ホルダーから“ちょっといいな”と感じていただける企業グループを目指して運営を行ってまいりました。

　通販事業においては、前年秋号から商品価格の低下に伴い原価率が上昇するとともに、出荷関連費用、カタログ

システム費（広告宣伝費）ならびに販売促進費が増加する状況となりましたが、秋号カタログ以降のカタログにお

いて価格政策の見直しを行い、価格バリエーションの充実など販売単価とともに原価率の改善を図ってまいりました。

　現販事業においては前連結会計年度から引き続いて、新たなる飛躍に向けたビジネスモデル再構築の年度と位置

づけ、大幅な出店拡大は行わず、組織体制の再構築や自社ブランドの導入による商品開発力の強化、次年度におけ

る店舗拡大に向けた人材育成を強化してまいりました。

　以上の結果、連結・個別とも売上高は前年を上回りましたが、営業利益・経常利益・当期純利益はそれぞれ減少

することとなりました。

【連結業績】

売上高 166,423 百万円 （対前年増減率 1.3％増）

営業利益 7,327 百万円 （対前年増減率 32.0％減）

経常利益 8,414 百万円 （対前年増減率 12.8％減）

当期純利益 5,749 百万円 （対前年増減率 7.6％減）

【個別業績】

売上高 162,917 百万円 （対前年増減率 7.7％増）

営業利益 6,559 百万円 （対前年増減率 37.4％減）

経常利益 6,737 百万円 （対前年増減率 21.9％減）

当期純利益 4,014 百万円 （対前年増減率 23.9％減）
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②当連結会計年度のセグメント別の業績に関する分析

（セグメント別業績）

各セグメント別の売上高、営業利益および経常利益の状況は以下のとおりであります。

 (単位：百万円)

通販事業 現販事業

16年12月期 17年12月期 増減率 16年12月期 17年12月期 増減率

売上高 133,119 134,461 1.0％ 31,192 31,964 2.5％

営業利益 10,250 7,071 △31.0％ 2,777 2,667 △4.0％

経常利益 9,299 8,362 △10.1％ 2,693 2,507 △6.9％

（通販事業）

　個人消費が一進一退の状況を続けるなか、小売業界全体での競争は激しい状況が続いております。また、通販

業界においてはインターネット通販およびテレビショッピングの伸びにより、一進一退の状況が続いております。

　そのような中、通販事業においては「35周年ありがとうキャンペーン」として消費税相当額の５％値下げを前

年秋号から実施し、盛夏号カタログまで継続してまいりましたが、新規顧客の獲得や売上高の増加といった効果

の反面、商品価格の低下にともなう原価率の悪化や、一回当たりの注文金額の低下および注文回数の増加により

フルフィルメント費用が増加することになったため、秋号カタログ以降のカタログにおいて価格政策の見直しを

行い、価格バリエーションの充実など販売単価とともに原価率の改善を図り、収益構造の変化もみられましたが、

新規顧客の拡大により発行冊数が伸びたことに伴い、カタログシステム費は増加いたしました。

　その結果、売上高は134,461百万円（対前年増減率1.0％増　1,342百万円増加）となりましたが、営業利益は

7,071百万円（対前年増減率31.0％減　3,179百万円減少）、経常利益は8,362百万円（対前年増減率10.1％減　

937百万円減少）となりました。

（現販事業）

　現販事業においては、事業を取り巻く環境が日々変化しているなか、2005年度の基本方針に基づき、市場・商

品・売り方など、あらゆる角度からの分析と研究を継続するとともに、ビジネスモデルの再構築の年度と位置づ

け、大幅な出店拡大は行わず、組織体制の再構築や自社ブランドの導入、次年度における店舗拡大に向けた人材

育成の強化を行ってまいりました。

　以上の結果、売上高は31,964百万円（対前年増減率2.5％増　772百万円増加）、営業利益は2,667百万円（対前

年増減率4.0％減　110百万円減少）、経常利益は2,507百万円（対前年増減率6.9％減　185百万円減少）となりま

した。
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③平成18年度通期の連結会計年度における販売、損益等の状況を含む業績全般に関する見通し

　今後においても厳しい経営環境が続くものと思われますが、2008年新中期経営計画の基本方針にそった各種施策

を継続して推進してまいります。

【連結業績見通し】

売上高 169,800 百万円 （対前年増減率 2.0％増）

営業利益 9,300 百万円 （対前年増減率 26.9％増）

経常利益 9,000 百万円 （対前年増減率 7.0％増）

当期純利益 5,500 百万円 （対前年増減率 4.3％減）

【個別業績見通し】

売上高 166,000 百万円 （対前年増減率 1.9％増）

営業利益 8,500 百万円 （対前年増減率 29.6％増）

経常利益 7,100 百万円 （対前年増減率 5.4％増）

当期純利益 4,000 百万円 （対前年増減率 0.4％減）

④平成18年度通期のセグメント別業績見通し

（通販事業）

　通販事業においては、価格政策の見直しにより業績回復の兆しが現れつつあるものの、激しい競争環境のもと

で引き続き厳しい状況が続くものと思われます。そのような中、お客様に常に何かを期待していただけるエキサ

イティングな存在を目指し、事業収益構造の改善とともに、お客様の支持（稼働）を向上させるため、以下の施

策に取り組んでまいります。

a. 稼働客数の増加による売上高の拡大

－ カタログ三分の計の効果を最大化するための顧客セグメント技術の向上

－ カタログ内各売場の明確化と差別化の実施によるカタログパワーの向上

－ インターネットサイトにおける商品開発と集客力の拡大

b. ローコストマネジメントの強化による企業競争力の向上

－ 商品仕入れルートの再構築による原価率の改善

－ ＩＰ電話網を活用したコールセンターの最適受信体制の構築

－ 受注予測精度の向上による商品生産コントロールの強化と物流効率の向上

（現販事業）

　現販事業においては、ビジネスモデルの芯固めを継続して実施する一方で、着実な拡大に向けた施策を実施し

てまいります。お客様の支持を高めていくために、付加価値性の高い商品やサービスを強化し、新たな店舗形態

の開発や和装カタログの活用などによるコミュニケーションチャネルや販売チャネルの拡充を図るとともに、人

材育成の基盤のもとでの着実な出店をすすめ、他社との競争力を高めるためのローコスト体質を強化していくこ

とにより、収益性とのバランスのとれた経営を推進してまいります。
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⑤経営に重要な影響を与えることが予想される経済指標

為替レートの変動

　2006年度の対米ドル為替平均レートは、115円を前提としており、対米ドル為替レート１円の変動が経常損益に

与える影響は35百万円を想定しております。

　なお、上記の想定については当連結会計年度より時価会計を導入した長期為替予約契約に係る評価損益が、発

生しないことを前提としており、経常損益は2006年度の期末日現在における長期為替予約契約の残高や期末日時

点の対米ドル為替レート（直物）、日米間の金利差などにより大きく変動します。なお、2006年度において対米

ドル為替レート１円の変動が経常損益に与える影響は日米間の金利差が当連結会計年度末時点から不変であるこ

とを前提とした場合で300百万円を想定しております。

(2）財政状態について

①当連結会計年度の資産・負債・資本の状況

当連結会計年度の資産・負債・資本の状況は以下のとおりであります。　　　　　　　　　　　　 単位：百万円

平成16年12月期 平成17年12月期 増減

総資産額 79,483 83,863 4,380

総負債額 49,198 49,143 △55

株主資本額 30,261 34,697 4,435

株主資本比率 38.1％ 41.4 ％ 3.3 ％

１株当たり純資産額 576円24銭 660円31銭 84円07銭

（注）発行済株式数（連結）　平成17年12月期　52,401,363株　平成16年12月期　52,366,204株

　当連結会計年度における総資産額は固定資産および投資有価証券の増加や、現金預金ならびに受取手形及び売掛

金の減少などにより前連結会計年度末と比べ4,380百万円増加し、83,863百万円となりました。　

　総負債額については有利子負債の増加※(１)や、支払手形及び買掛金ならびに未払法人税の減少などにより55百

万円減少し、49,143百万円となりました。

※(１)　有利子負債明細 単位：百万円

 平成16年12月期 平成17年12月期 増減

１年以内返済予定長期借入金 2,046 5,379 3,333

１年以内償還予定社債 ― 500 500

社債 1,000 500 △500

長期借入金 5,679 3,300 △2,379

　　計 8,726 9,679 953

　株主資本額については当期純利益の計上などによる利益剰余金3,900百万円の増加や、その他有価証券評価差額

金391百万円の増加などにより前連結会計年度末と比べ4,435百万円増加し、34,697百万円となりました。
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②当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

平成16年12月期 平成17年12月期 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,438 381 △3,056

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,882 △1,022 △3,905

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,793 △709 7,084

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15 8 24

現金及び現金同等物の増減額 △1,488 △1,341 146

連結子会社の減少に伴う現金及び現金同等物の

減少額
― △527 △527

現金及び現金同等物の期末残高 8,296 6,426 △1,869

　当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ1,869百万円減少し、6,426百万円

となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務が減少した一方で、減価償却費等の非資金性取引を除いた営業

利益の減少等により、前連結会計年度末と比べ3,056百万円減少し、381百万円となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出2,007百万円のほか、投資有価証券の売却によ

る収入1,017百万円などにより、前連結会計年度と比べ3,905百万円減少し、△1,022百万円となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入3,000百万円のほか、長期借入金の返済による支出

2,046百万円のほか、配当金の支払による支出1,301百万円などにより、前連結会計年度と比べ7,084百万円増加し、

△709百万円となりました。

③当連結会計年度のキャッシュ・フロー指標の推移

　当連結会計年度のキャッシュ・フロー指標の推移は以下のとおりであります。

平成16年12月期 平成17年12月期

株主資本比率 38.1％ 41.4 ％

時価ベースの株主資本比率 89.3％ 121.2 ％

債務償還年数（年） 2.5 25.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 24.0 3.6

 (注) １　各指標はいずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。

株主資本比率　　　　　　　　　　　株主資本÷総資産

時価ベースの株主資本比率　　　　　株式時価総額÷総資産

債務償還年数　　　　　　　　　　　有利子負債÷営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ　営業キャッシュ・フロー÷利払い

２　株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後の期末発行済株式数により算出しております。

３　有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象と

　　しております。

４　営業キャッシュ・フローおよび利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動に

よるキャッシュ・フロー」および「利息の支払額」を用いております。
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④次連結会計年度のキャッシュ・フローの見通し

a. 営業活動によるキャッシュ・フローは、3,200百万円の計画です。

　主たる要因は、税金等調整前当期純利益8,500百万円および減価償却に1,920百万円を予定しております。また、

法人税等の支払は3,500百万円を予定しております。

b. 投資活動によるキャッシュ・フローは、△2,800百万円の計画です。

　主たる要因は、通販事業における物流インフラの再構築のために1,750百万円、ＩＴ関連機器等の投資等に800

百万円を予定しております。

c. 財務活動によるキャッシュ・フローは、△2,250百万円の計画です。

　主たる要因は、借入等による資金調達2,000百万円、有利子負債の返済2,070百万円、配当金の支払1,377百万円

ならびに自己株式の取得700百万円を予定しています。

⑤平成18年12月期以降の財政状態の変化

　2005年度から2007年度にかけて連結子会社である株式会社ニッセン・ロジスティクス・サービスにおいて、将来

的な事業拡大への対応を目的とした物流インフラの再構築を進めており、約7,000百万円の投資計画のうち、2006年

度から2007年度にかけて約5,000百万円の投資を実施する予定であります。
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４．連結財務諸表等
(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成16年12月20日）

当連結会計年度
（平成17年12月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１　現金及び預金 8,306 6,436 △1,869

２　受取手形及び売掛金 11,875 10,338 △1,537

３　たな卸資産 11,665 11,967 301

４　未収入金 12,231 12,916 685

５　前払費用 5,263 5,978 714

６　繰延税金資産 607 1,062 455

７　為替予約 ― 4,159 4,159

８　その他 1,441 870 △570

　　　貸倒引当金 △268 △190 77

流動資産合計 51,124 64.3 53,540 63.8 2,416

Ⅱ　固定資産  

１　有形固定資産  

(1）建物及び構築物  15,776 15,889  

減価償却累計額 2,608 13,167 3,186 12,703 △463

(2）機械装置及び運搬具 348 460  

減価償却累計額 97 250 222 238 △12

(3）工具器具及び備品 2,184 2,998  

減価償却累計額 895 1,289 1,480 1,517 228

(4）土地  4,781 4,919 137

(5）建設仮勘定 224 1,221 996

有形固定資産合計 19,714 24.8 20,599 24.6 885

２　無形固定資産 483 0.6   609 0.7 126

３　投資その他の資産  

(1）投資有価証券 ※１ 6,183 7,380 1,197

(2）繰延税金資産 279 89 △189

(3）その他 ※１ 2,483 2,313 △170

　　貸倒引当金 △784 △670 113

投資その他の資産合計 8,161 10.3 9,113 10.9 951

　固定資産合計 28,359 35.7 30,322 36.2 1,963

資産合計 79,483 100.0 83,863 100.0 4,380
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前連結会計年度
（平成16年12月20日）

当連結会計年度
（平成17年12月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１　支払手形及び買掛金  24,808 22,975 △1,833

２　短期借入金  2,046 5,379 3,333

３　一年以内償還予定社債 　　─ 500 500

４　未払法人税等 2,154 1,611 △543

５　未払金 7,706 8,824 1,118

６　その他 5,586 5,851 264

流動負債合計 42,303 53.2 45,142 53.8 2,838

Ⅱ　固定負債  

１　社債  1,000 500 △500

２　長期借入金  5,679 3,300 △2,379

３　退職給付引当金 184 154 △30

４　その他 30 46 15

 固定負債合計 6,895 8.7 4,001 4.8 △2,894

負債合計 49,198 61.9 49,143 58.6 △55

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 22 0.0 22 0.0 0

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※３ 7,665 9.6 7,665 9.1 ─

Ⅱ　資本剰余金 7,687 9.7 7,687 9.2 ─

Ⅲ　利益剰余金 17,661 22.2 21,561 25.7 3,900

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 195 0.3 586 0.7 391

Ⅴ　為替換算調整勘定 △24 △0.0 3 0.0 27

Ⅵ　自己株式 ※４ △2,923 △3.7 △2,807 △3.3 116

資本合計 30,261 38.1 34,697 41.4 4,435

負債、少数株主持分及び資本
合計

79,483 100.0 83,863 100.0 4,380
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(2) 連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成15年12月21日
至　平成16年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高 164,304 100.0 166,423 100.0 2,118

Ⅱ　売上原価 72,114 43.9 73,755 44.3 1,641

売上総利益 92,190 56.1 92,667 55.7 477

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１　広告宣伝費 21,954 24,133  

２　運賃荷造費 11,503 12,002  

３　販売促進費 8,517 9,237  

４　貸倒引当金繰入額 549 398  

５　給料 14,781 14,972  

６　賞与 3,418 3,297  

７　賃借料 4,156 3,685  

８　減価償却費 1,232 1,720  

９　手数料 6,827 7,327  

10　その他 8,469 81,410 49.5 8,564 85,340 51.3 3,930

営業利益 10,780 6.6 7,327 4.4 △3,453

Ⅳ　営業外収益  

１　受取利息 2 3  

２　受取配当金 28 91  

３　受取手数料 270 237  

４　為替予約等評価益 ― 2,364  

５　持分法による投資利益 850 1,080  

６　雑収入 402 1,553 0.9 609 4,387 2.6 2,834

Ⅴ　営業外費用  

１　支払利息 144 111  

２　為替差損 578 ―  

３　商品評価損 1,827 2,926  

４　雑損失 132 2,683 1.6 263 3,301 1.9 617

経常利益 9,650 5.9 8,414 5.1 △1,236
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前連結会計年度
（自　平成15年12月21日
至　平成16年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅵ　特別利益  

１　固定資産売却益 ※１ ─ 8  

２　子会社清算益   ─ 243  

３　投資有価証券売却益 5,596 －  

４　優先出資証券償還益 ─ 82  

５　営業補償金 ─ 60  

６　その他 10 5,607 3.4 ─ 395 0.2 △5,211

Ⅶ　特別損失  

１　固定資産除売却損 ※２ 4,611 430  

２　その他 445 5,056 3.1 154 584 0.4 △4,472

税金等調整前当期純利
益

10,200 6.2 8,225 4.9 △1,975

法人税、住民税及び事
業税

4,057 3,046  

法人税等調整額 △76 3,981 2.4 △568 2,477 1.4 △1,503

少数株主損失 0 △0.0 1 △0.0 1

当期純利益 6,219 3.8 5,749 3.5 △470

  

-16-



(3) 連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成15年12月21日
至　平成16年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 7,347 7,687

Ⅱ　資本剰余金増加高

１　合併による資本剰余金の
増加高 

339 339 ― ―

Ⅲ　資本剰余金期末残高 7,687 7,687

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 13,443 17,661

Ⅱ　利益剰余金増加高

１　当期純利益 6,219 6,219 5,749 5,749

Ⅲ　利益剰余金減少高

１　配当金 1,322 1,306

２　役員賞与 199 86

３　自己株式処分差損 140 178

４　合併による利益剰余金の
減少高

339 ―

５　連結除外による利益剰余
金の減少高

－ 2,001 278 1,849

Ⅳ　利益剰余金期末残高 17,661 21,561
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
(自　平成15年12月21日
至　平成16年12月20日)

当連結会計年度
(自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　税金等調整前当期純利益 10,200 8,225 △1,975

２　減価償却費 1,233 1,721 487

３　貸倒引当金の増減額 41 △153 △194

４　退職給付引当金の増減額 12 △30 △42

５　投資有価証券売却益 △5,596 ─ 5,596

６　投資有価証券等評価損 ─ 30 30

７　固定資産除売却損益 4,611 421 △4,189

８　子会社清算益 ─ △243 △243

９　為替予約等評価益 ─ △2,364 △2,364

10　持分法による投資利益 △850 △1,080 △230

11　受取利息及び受取配当金 △30 △95 △65

12　支払利息 144 111 △33

13　売上債権の増減額 △368 876 1,245

14　たな卸資産の増加額 △338 △300 37

15　仕入債務の増減額 699 △2,023 △2,723

16　その他 △2,190 △1,043 1,146

小計 7,568 4,050 △3,517

17　利息及び配当金の受取額 27 94 67

18　利息の支払額 △143 △106 37

19　法人税等の支払額 △4,014 △3,657 356

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,438 381 △3,056

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　固定資産の取得による支出 △2,566 △2,007 559

２　固定資産の売却による収入 44 33 △10

３　投資有価証券の取得による支出 △702 △305 397

４　投資有価証券の売却による収入 6,193 1,017 △5,176

５　関係会社株式・社債の取得による
支出

△45 △116 △70

６　貸付けによる支出 △50 △47 3

７　貸付金の回収による収入 12 3 △8

８　連結の範囲の変更に伴う子会社株
式の取得による支出

△2  ─ 2

９　その他 0 398 398

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,882 △1,022 △3,905
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前連結会計年度
(自　平成15年12月21日
至　平成16年12月20日)

当連結会計年度
(自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　短期借入金の減少額 △2,501 △300 2,201

２　長期借入による収入 ─ 3,000 3,000

３　長期借入金の返済による支出 △2,106 △2,046 60

４　社債の償還による支出 △300 ─ 300

５　自己株式の取得による支出 △1,728 △442 1,285

６　自己株式の売却による収入 165 380 214

７　配当金の支払額 △1,322 △1,301 21

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,793 △709 7,084

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △15 8 24

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △1,488 △1,341 146

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 9,784 8,296 △1,488

Ⅶ　連結子会社の減少に伴う現金及び現
金同等物の減少額

　─ △527 △527

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 8,296 6,426 △1,869
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自　平成15年12月21日
至　平成16年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

１　連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　　　　　　　　　　　　　10社

主要な連結子会社の名称

株式会社ニッセン・ロジスティクス・サービス

スパーク・エース・リミテッド

アドバンス・プログレス・リミテッド

株式会社ニッセン彩美苑

株式会社ニッセン華翔苑

株式会社ニッセン京美苑

株式会社ニッセン優輪苑

株式会社ニッセンエヴァーズ大分

株式会社ニッセンユービスト友の会

株式会社ニッセンシェイプファンデ

　なお、前連結会計年度において連結子会社で

あった株式会社京都ニッセンおよび株式会社ニッ

セン紫紘苑は、当連結会計年度において当社と合

併し解散しております。 

　また、株式会社ニッセン・ロジスティクス・

サービスは、当連結会計年度より連結子会社とし

ております。 

１　連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　　　　　　　　　　　　　６社

主要な連結子会社の名称

株式会社ニッセン・ロジスティクス・サービス

スパーク・エース・リミテッド

アドバンス・プログレス・リミテッド

株式会社ニッセンシェイプファンデ

株式会社ニッセンユービスト友の会

株式会社ニッセンエヴァーズ大分

　なお、前連結会計年度において連結子会社で

あった株式会社ニッセン彩美苑、株式会社ニッセ

ン華翔苑、株式会社ニッセン京美苑および株式会

社ニッセン優輪苑は、平成16年12月21日付で解散

したため、当連結会計年度より連結の範囲から除

外しております。

　なお、当該４社は当連結会計期間中に清算結了

しております。 　 

(2）主要な非連結子会社名

東莞日泉品質検測有限公司

(2）主要な非連結子会社名

同左

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社５社は、いずれも小規模会社であり、

総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等はいずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであり

ます。

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社７社は、いずれも小規模会社であり、

総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等はいずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであり

ます。

２　持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した関連会社数　　　　　　　１社

会社の名称

ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社

２　持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した関連会社数　　　　　　　１社

会社の名称

同左

(2）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のう

ち主要な会社等の名称

東莞日泉品質検測有限公司

(2）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のう

ち主要な会社等の名称

同左

（持分法を適用していない理由）

　持分法非適用会社は、それぞれ連結純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため、持分法の適用から除外し

ております。

（持分法を適用していない理由）

　同左
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前連結会計年度
（自　平成15年12月21日
至　平成16年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は、次のとおりであります。

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は、次のとおりであります。

連結子会社名 決算日

株式会社ニッセン・ロジスティクス・サービス 12月20日 

スパーク・エース・リミテッド 10月31日

アドバンス・プログレス・リミテッド 10月31日

株式会社ニッセン彩美苑 12月20日

株式会社ニッセン華翔苑 12月20日

株式会社ニッセン京美苑 12月20日

株式会社ニッセン優輪苑 12月20日

株式会社ニッセンエヴァーズ大分 12月20日

株式会社ニッセンユービスト友の会 12月20日

株式会社ニッセンシェイプファンデ 12月20日

連結子会社名 決算日

株式会社ニッセン・ロジスティクス・サービス 12月20日 

スパーク・エース・リミテッド 10月31日

アドバンス・プログレス・リミテッド 10月31日

株式会社ニッセンシェイプファンデ 12月20日

株式会社ニッセンユービスト友の会 12月20日

株式会社ニッセンエヴァーズ大分 12月20日

　連結財務諸表の作成に当たっては、それぞれの決算

日現在の財務諸表を採用しておりますが、連結決算日

との間に生じた重要な取引については連結上必要な調

整を行っております。

　連結財務諸表の作成に当たっては、それぞれの決算

日現在の財務諸表を採用しておりますが、連結決算日

との間に生じた重要な取引については連結上必要な調

整を行っております。

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

　　　満期保有目的の債券 

　　　　償却原価法（定額法）

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

　　　満期保有目的の債券 

同左

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

 

②　デリバティブ  

  　　　　　時価法

 

　　 ②　デリバティブ  

 　　　　　同左

③　たな卸資産

商品　先入先出法による原価法

③　たな卸資産

商品 同左
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前連結会計年度
（自　平成15年12月21日
至　平成16年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

建物（付属設備を除く）

定額法

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

同左

その他

定率法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物及び構築物　　　　　　　　２～49年

機械装置及び運搬具　　　　　　２～13年

工具器具及び備品　　　　　　　２～20年

②　無形固定資産

定額法

　ただし、ソフトウェア（自社利用分）につい

ては、社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法 

②　無形固定資産

　　　　　　　同左

 

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性等を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　退職給付引当金

　ホーム社員（女性販売員）の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退職給付債務の見込

額に基づき、当連結会計年度末において発生してい

ると認められる額を計上しております。

②　退職給付引当金

同左
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前連結会計年度
（自　平成15年12月21日
至　平成16年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の

基準

　外貨建金銭債権債務は連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。在外子会社等の資産及び負債は連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し換算差額は少数株主持

分及び資本の部における為替換算調整勘定に含めて計

上しております。

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の

基準

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引につきましては、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　為替予約等については、ヘッジ会計の要件を満た

しているため振当処理を採用しております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の要件を満たす為替予約等については、

振当処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：為替予約等取引

ヘッジ対象：外貨建金銭債務

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

　当社で規定された管理体制に基づき、為替リスク

をヘッジする目的で先物為替予約等を行っておりま

す。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計と

ヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累計とを

比率分析する方法により行っております。

　なお、当連結会計年度末においては高い相関関係

にあり、ヘッジは有効と判断しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

-23-



前連結会計年度
（自　平成15年12月21日
至　平成16年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

　消費税等の会計処理

同左

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は全面時価評価

法によっております。

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６　連結調整勘定の償却に関する事項

　連結調整勘定については発生年度に全額償却しており

ます。

６　連結調整勘定の償却に関する事項

同左

７　利益処分項目等の取扱いに関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について、

連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成して

おります。

７　利益処分項目等の取扱いに関する事項

同左

８　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及

び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金、

及び容易に換金可能であり、かつ、価格の変動について

僅少なリスクしか負わない短期投資からなっております。

８　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成15年12月21日
至　平成16年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

（連結貸借対照表）

１　前連結会計年度までは独立科目で掲記していた「ソフ

トウェア」（当連結会計年度477百万円）は金額的重要

性が低くなったため、「その他」（当連結会計年度６百

万円）を含めて無形固定資産として表示することに変更

しました。

（連結貸借対照表）

１　「為替予約」は、前連結会計年度まで、流動負債の

「その他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要

性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しており

ます。

　なお、前連結会計年度末の「為替予約」は（1,263百

万円）であります。

２　前連結会計年度までは独立科目で掲記していた「長期

貸付金」（当連結会計年度20百万円）は金額的重要性が

低くなったため、投資その他の資産「その他」に含めて

表示することに変更しました。

 

追加情報

前連結会計年度
（自　平成15年12月21日
至　平成16年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

　　　　　───────────────── （法人事業税の外形標準課税制度）

　「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算書上の表示につい

ての実務上の取扱い」（平成16年２月13日企業会計基準

委員会実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価

値割および資本割については、販売費及び一般管理費に

計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が151百万円増加し、

営業利益および経常利益ならびに税金等調整前当期純利

益が同額減少しております。

 （為替予約等評価差損益）

　仕入予定取引の為替リスクのヘッジを目的とした長期

為替予約契約については、繰延ヘッジ処理を採用してお

りましたが、当連結会計年度より長期為替予約契約が増

加し、重要性が増してきたことから、「包括的長期為替

予約のヘッジ会計に関する監査上の留意点」（日本公認

会計士協会リサーチ・センター審理情報No.19）に基づ

いて検討した結果、時価評価が適当であると認められた

ものについて、当連結会計年度末より時価評価すること

といたしました。この結果、経常利益および税金等調整

前当期純利益はそれぞれ2,364百万円増加しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成16年12月20日）

当連結会計年度
（平成17年12月20日）

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。

投資有価証券（株式） 3,048百万円

その他（出資金及び社債） 9百万円

投資有価証券（株式） 4,217百万円

その他（出資金及び社債） 1百万円

２ 保証債務 ２ 保証債務

　従業員の金融機関からの借入に対する保証予約

　　　　　　　　　　　　　　　　　  48百万円

　従業員の金融機関からの借入に対する保証予約

　　　　　　　　　　　　　　　    　71百万円

※３ 発行済株式の種類及び総数 ※３ 発行済株式の種類及び総数

普通株式 54,306,332株 普通株式 54,306,332株

※４ 自己株式の種類及び株式数 ※４ 自己株式の種類及び株式数

普通株式 1,940,128株 普通株式 1,904,969株

     ５ 当座貸越契約及びコミットメントライン契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取

引金融機関12社と当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しております。これら契約に基

づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のと

おりであります。

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
15,000百万円

借入実行残高 3,000百万円

差引額 12,000百万円

内訳

コミットメントライン

総額 10,000百万円

借入実行残高 － 

差引額 10,000百万円

タームローン

総額 5,000百万円

借入実行残高 3,000百万円

差引額 2,000百万円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成15年12月21日
至　平成16年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

※１ ──────────────── ※１ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

   建物及び構築物 8百万円

計 8百万円

※２ 固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。※２ 固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。

固定資産除却損 固定資産除却損

建物及び構築物 40百万円

ソフトウェア 25百万円

工具器具及び備品 4百万円

計 71百万円

無形固定資産 189百万円

建物及び構築物 169百万円

工具器具及び備品 46百万円

機械装置及び運搬具 1百万円

計 407百万円

固定資産売却損 固定資産売却損

建物及び構築物 2,654百万円

土地 1,820百万円

機械装置及び運搬具 40百万円

ソフトウェア 20百万円

工具器具及び備品 4百万円

計 4,540百万円

建物及び構築物 16百万円

土地 5百万円

計 22百万円

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成15年12月21日

至　平成16年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 8,306百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△10百万円

現金及び現金同等物 8,296百万円

現金及び預金勘定 6,436百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△10百万円

現金及び現金同等物 6,426百万円
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成15年12月21日
至　平成16年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引に係る注記

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引に係る注記

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額相

当額

（百万円）

減価償却累

計額相当額

（百万円）

期末残高相

当額

（百万円）

機械装置及び運

搬具
9,794 9,275 519

工具器具及び備

品
1,754 950 804

ソフトウェア 453 269 184

合計 12,003 10,494 1,509

取得価額相

当額

（百万円）

減価償却累

計額相当額

（百万円）

期末残高相

当額

（百万円）

工具器具及び備

品
1,606 1,117 488

ソフトウェア 324 215 108

合計 1,930 1,333 597

２　未経過リース料期末残高相当額 ２　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,187百万円

１年超 584百万円

計 1,771百万円

１年以内 314百万円

１年超 303百万円

計 617百万円

３　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 1,909百万円

減価償却費相当額 1,602百万円

支払利息相当額 109百万円

支払リース料 1,223百万円

減価償却費相当額 947百万円

支払利息相当額 35百万円

４　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

４　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

前連結会計年度

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

 種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計

上額を超えるもの
国債・地方債等 320 321 1

時価が連結貸借対照表計

上額を超えないもの
国債・地方債等 35 35 △0

合計 355 356 0

２　その他有価証券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度
（平成16年12月20日）

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの

(1）株式 386 699 312

(2）その他 119 140 21

小計 506 840 333

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの

(1）株式 20 18 △2

(2）その他 61 58 △2

小計 82 76 △5

合計 588 917 328

３　前連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

5,962 5,596 ―

４　時価評価されていない有価証券

その他有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）店頭売買株式を除く非上場株式 1,862

(2）社債 1

合計 1,863

５　満期保有目的の債券の今後の償還予定額

区分 １年以内（百万円） １年超５年以内（百万円）

　　　債券 ― 355
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当連結会計年度

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

 種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計

上額を超えるもの
国債・地方債等 94 94 0

時価が連結貸借対照表計

上額を超えないもの
国債・地方債等 351 350 △0

合計 445 445 △0

２　その他有価証券で時価のあるもの

区分

当連結会計年度
（平成17年12月20日）

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの

(1）株式 386 1,299 912

(2）その他 152 230 78

小計 539 1,529 990

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの

(1）株式 39 36 △2

(2）その他 32 31 △0

小計 71 68 △2

合計 610 1,598 987

３　時価評価されていない有価証券

その他有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）非上場株式 1,119

(2）社債 1

合計 1,120

４　満期保有目的の債券の今後の償還予定額

区分 １年以内（百万円） １年超５年以内（百万円）

　　　債券 ― 445
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③　デリバティブ取引

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成15年12月21日
至　平成16年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成16年12月21日

　　至　平成17年12月20日）

 当社は、輸入取引に係る為替変動のリスクに備える

ため為替予約取引を利用しております。

また、同様の目的で通貨オプション取引も利用して

おります。

 これらの管理は、財務グループにて行っております

が、社内規程を遵守し、社内規程上、財務グループ

長に委嘱された権限を超える取引を行う場合は、必

ず事前に取締役会の承認を得るとともに、取締役会

にて事後的に契約残高等を報告してリスク管理をし

ております。また、監査グループの社内監査を随時

実施しております。

 為替予約取引、通貨オプション取引とも当社のデリ

バティブの契約先は、いずれも信用度の高い国内の

銀行であるため、相手先の契約不履行によるいわゆ

る信用リスクは、ほとんどないと判断しております。

 また、当社のデリバティブ取引は、外国為替相場及

び金利の変動による市場リスクがあります。

 当社は、輸入取引に係る為替変動のリスクに備える

ため為替予約取引を利用しております。

また、同様の目的で通貨オプション取引も利用して

おります。

 これらの管理は、財務グループにて行っております

が、社内規程を遵守し、社内規程上、財務グループ

長に委嘱された権限を超える取引を行う場合は、必

ず事前に取締役会の承認を得るとともに、取締役会

にて事後的に契約残高等を報告してリスク管理をし

ております。また、内部監査室の社内監査を随時実

施しております。

 為替予約取引、通貨オプション取引とも当社のデリ

バティブの契約先は、いずれも信用度の高い国内の

銀行であるため、相手先の契約不履行によるいわゆ

る信用リスクは、ほとんどないと判断しております。

 また、当社のデリバティブ取引は、外国為替相場及

び金利の変動による市場リスクがあります。

２　取引の時価等に関する事項

区分 種類

前連結会計年度末
（平成16年12月20日） 

当連結会計年度末 
 （平成17年12月20日） 

 契約額等 

 (百万円) 

契約額等の

うち１年超

（百万円）

 時価 

 (百万円) 

評価損益

 (百万円) 

契約額等

（百万円) 

契約額等の

うち１年超

（百万円）

 時価 

 (百万円) 

評価損益

 (百万円) 

  為替予約取引         

  　買建         

  　　米ドル ― ― ― ― 24,071 19,490 25,487 1,416

市場取引

以外の取引　

　　　

通貨オプション取引         

 　売建         

 

 

 

 

 

 　　プット         

 　　　米ドル ― ― ― ― 14,494 11,002 296 296

 　買建         

 　　コール         

 　　　米ドル ― ― ― ― 14,494 11,002 651 651

合計 ― ― ― ― ― ― 26,435 2,364

（注）時価の算定方法

　　　　為替予約取引

　　　　　先物為替相場によっております。

　　　　通貨オプション取引

　　　　　取引先金融機関から提示された価格によっております。
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④　退職給付

前連結会計年度

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社の従業員（ホーム社員を除く）については確定拠出型年金制度を採用しております。

また、当社及び国内連結子会社は、ホーム社員（女性販売員）に対し確定給付型の制度として、退職一時金

制度を設けており、退職給付債務の算定にあたっては簡便法を適用しております。

２　退職給付債務に関する事項

前連結会計年度
（平成16年12月20日）

(1）退職給付債務（百万円） 184

(2）退職給付引当金（百万円） 184

３　退職給付費用の内訳

前連結会計年度
（自　平成15年12月21日
至　平成16年12月20日）

(1）確定拠出型年金制度に係る拠出額（百万円） 162

(2）勤務費用（百万円） 25

(3）退職給付費用（百万円） 187

（注）簡便法を採用しているホーム社員（女性販売員）の退職給付費用は「(2）勤務費用」に計上しております。

当連結会計年度

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社の従業員（ホーム社員を除く）については確定拠出型年金制度を採用しております。

また、当社及び国内連結子会社は、ホーム社員（女性販売員）に対し確定給付型の制度として、退職一時金

制度を設けており、退職給付債務の算定にあたっては簡便法を適用しております。

２　退職給付債務に関する事項

当連結会計年度
（平成17年12月20日）

(1）退職給付債務（百万円） 154

(2）退職給付引当金（百万円） 154

３　退職給付費用の内訳

当連結会計年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

(1）確定拠出型年金制度に係る拠出額（百万円） 173

(2）勤務費用（百万円） 29

(3）退職給付費用（百万円） 203

（注）簡便法を採用しているホーム社員（女性販売員）の退職給付費用は「(2）勤務費用」に計上しております。
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成16年12月20日）

当連結会計年度
（平成17年12月20日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）

無形固定資産償却超過 267百万円

未払事業税 190百万円

税務上の繰越欠損金 188百万円

在庫評価損 139百万円

役員退職慰労引当金 82百万円

前払カタログ発送費 59百万円

投資有価証券等評価損 58百万円

電話加入権償却 49百万円

退職給付引当金 39百万円

その他 139百万円

繰延税金資産小計 1,215百万円

評価性引当金 △195百万円

繰延税金資産合計 1,019百万円

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △133百万円

繰延税金負債合計 △133百万円

差引：繰延税金資産の純額 886百万円

（繰延税金資産）

在庫評価損 473百万円

無形固定資産償却超過 329百万円

未払事業税 140百万円

未払経費 82百万円

役員退職慰労引当金 82百万円

広告宣伝費未経過分 73百万円

退職給付引当金 62百万円

投資有価証券等評価損 58百万円

電話加入権償却 49百万円

その他 200百万円 

繰延税金資産合計 1,553百万円

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △400百万円

繰延税金負債合計 △400百万円

差引：繰延税金資産の純額 1,152百万円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異が法定実効税率の100分の５以下であるため、

その差異発生原因についての記載を省略しております。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）

子会社清算に伴う認識差異 △5.4％

持分法投資損益 △5.3％

法人税税額控除額 △1.6％

住民税均等割等 1.6％

交際費の永久損金不算入分 0.3％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.1％

 

-33-



⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成15年12月21日　至　平成16年12月20日）

通販事業
（百万円）

現販事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結（百万円）

１　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 133,112 31,192 164,304 ― 164,304

(2）セグメント間の内部売上高　

又は振替高
6 ― 6 (6) ―

計 133,119 31,192 164,311 (6) 164,304

営業費用 122,868 28,414 151,283 2,240 153,524

営業利益 10,250 2,777 13,027 (2,247) 10,780

営業外損益（参考） △951 △83 △1,035 (95) △1,130

経常利益（参考） 9,299 2,693 11,992 (2,342) 9,650

２　資産、減価償却費及び資本的　

支出

資産 57,506 10,033 67,540 11,942 79,483

減価償却費 1,084 129 1,213 18 1,232

資本的支出 2,300 318 2,618 9 2,628

　（注）１　事業区分は連結財務諸表提出会社の組織区分によっております。

２　事業区分の主な内容

(1）通販事業……カタログ等を媒体とする通信販売事業、通販代行事業および保険代理店事業

(2）現販事業……レディシステム等による無店舗現物販売事業

３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,240百万円であり、その主なものは

連結財務諸表提出会社の本社管理部門に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は11,942百万円であり、その主なものは連結財務

諸表提出会社の余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）および本社管理部門に

係る資産等であります。

５　減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用およびその償却額を含めております。
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当連結会計年度（自　平成16年12月21日　至　平成17年12月20日）

通販事業
（百万円）

現販事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結（百万円）

１　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 134,459 31,964 166,423 ― 166,423

(2）セグメント間の内部売上高　

又は振替高
2 ― 2 (2) ―

計 134,461 31,964 166,425 (2) 166,423

営業費用 127,390 29,297 156,687 2,409 159,096

営業利益 7,071 2,667 9,738 (2,411) 7,327

営業外損益 1,290 △159 1,131 (44) 1,086

経常利益 8,362 2,507 10,869 (2,455) 8,414

２　資産、減価償却費及び資本的　

支出

資産 63,401 9,678 73,079 10,783 83,863

減価償却費 1,508 151 1,659 60 1,720

資本的支出 2,838 208 3,046 137 3,183

　（注）１　事業区分は連結財務諸表提出会社の組織区分によっております。

２　事業区分の主な内容

(1）通販事業……カタログ等を媒体とする通信販売事業、通販代行事業および保険代理店事業

(2）現販事業……催事を中心とした対面販売による現物販売事業

３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,409百万円であり、その主なものは

連結財務諸表提出会社の本社管理部門に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は10,783百万円であり、その主なものは連結財務

諸表提出会社の余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）および本社管理部門に

係る資産等であります。

５　減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用およびその償却額を含めております。

６　セグメント別業績について、より有用な情報を提供するため、為替予約等に係る時価会計の営業外損益に与

える影響を考慮し、当連結会計年度より営業外損益ならびに経常利益の項目を設けております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成15年12月21日　至　平成16年12月20日）

　全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成16年12月21日　至　平成17年12月20日）

　全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成15年12月21日　至　平成16年12月20日）

　海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成16年12月21日　至　平成17年12月20日）

　海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成15年12月21日　至　平成16年12月20日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成16年12月21日　至　平成17年12月20日）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成15年12月21日
至　平成16年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

１株当たり純資産額   576円24銭

１株当たり当期純利益   116円29銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 114円87銭

１株当たり純資産額   660円31銭

１株当たり当期純利益    108円12銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 107円55銭

　（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算出上の基礎

前連結会計年度
（自　平成15年12月21日

至　平成16年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益

当期純利益       6,219百万円 当期純利益       5,749百万円

普通株主に帰属しない額 普通株主に帰属しない額

役員賞与金      86百万円 役員賞与金     96百万円

普通株式に係る当期純利益       6,133百万円 普通株式に係る当期純利益       5,653百万円

普通株式の期中平均株式数     52,743,096株 普通株式の期中平均株式数      52,284,398株

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益

当期純利益調整額  － 当期純利益調整額 　　　　　　　－

（うち転換社債利息） 　　　　　（－） （うち転換社債利息） （－） 

（うちその他手数料等） （－） （うちその他手数料等） （－） 

普通株式増加数  649,422株 普通株式増加数   279,381株

（うち新株引受権） （148,342株） （うち新株引受権） （32,839株）

（うち新株予約権） （501,080株） （うち新株予約権） （246,542株）

（うち転換社債） （－） （うち転換社債） （－） 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり当期純利益の算

定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権１種類

（新株予約権の数

　　　　　11,210個）

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり当期純利益の算

定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権３種類

（新株予約権の数

　　　　28,290個）

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．販売及び仕入の状況

(1）販売実績

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。

事業の種類別セグメント 販売高（百万円） 前年同期比（％）

通販事業 134,459 101.0

現販事業 31,964 102.5

合計 166,423 101.3

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）仕入実績

当連結会計年度における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。

事業の種類別セグメント 仕入高（百万円） 前年同期比（％）

通販事業 66,774 105.7

現販事業 11,454 103.1

合計 78,229 105.3

（注）１　金額は、仕入価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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