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平成 18 年 7 月 7 日 

 
 
各  位 

会 社 名  株式会社ニッセン 
代表者名 代表取締役社長 片山 利雄 
（コード番号 8248 東証・大証第一部） 
問合せ先  執行役員 経営企画室長 脇田 珠樹 
Ｔ Ｅ Ｌ  ０７５－６８２－２０１０ 

 
 

平成 18 年 12 月期の中間業績予想および通期業績予想の修正ならびに配当予想の修正について 
 

平成 18 年 12 月期の中間業績予想および通期業績予想について、前回発表の予想を下回る見通しにな

りましたので、下記のとおり修正いたします。 
 

記 
 
１．平成 18 年中間期（平成 17 年 12 月 21 日～平成 18 年６月 20 日）の業績予想 

（金額単位：百万円） 
連結中間決算 単独中間決算 

 
売上高 経常利益 当期利益 売上高 経常利益 当期利益 

前回発表予想（Ａ） 86,200 5,100 3,500 84,500 4,100 2,940 

今回修正予想（Ｂ） 82,300 3,200 2,300 80,600 2,500 1,700 

増減額（Ｂ－Ａ） △3,900 △1,900 △1,200 △3,900 △1,600 △1,240 

増減率（％） △4.5 △37.3 △34.3 △4.6 △39.0 △42.2 

前中間期実績（Ｃ） 87,002 4,463 3,145 85,394 3,654 2,149 

増減額（Ｂ－Ｃ） △4,702 △1,263 △845 △4,794 △1,154 △449 
（
参
考
） 増減率（％） △5.4 △28.3 △26.9 △5.6 △31.6 △20.9 

 
２．平成 18 年 12 月期（平成 17 年 12 月 21 日～平成 18 年 12 月 20 日）の業績予想 

（金額単位：百万円） 
連結年間決算 単独年間決算 

 
売上高 経常利益 当期利益 売上高 経常利益 当期利益 

前回発表予想（Ａ） 169,800 9,000 6,000 166,000 7,100 4,600 

今回修正予想（Ｂ） 156,800 4,000 3,000 153,000 2,600 1,700 

増減額（Ｂ－Ａ） △13,000 △5,000 △3,000 △13,000 △4,500 △2,900 

増減率（％） △7.7 △55.6 △50.0 △7.8 △63.4 △63.0 

前期実績（Ｃ） 166,423 8,414 5,749 162,917 6,737 4,014 

増減額（Ｂ－Ｃ） △9,623 △4,414 △2,749 △9,917 △4,137 △2,314 
（
参
考
） 増減率（％） △5.8 △52.5 △47.8 △6.1 △61.4 △57.6 

 
※１ 上記の発表を基にした当下期（平成 18 年６月 21 日～平成 18 年 12 月 20 日）の業績予想は以下のとお

りであります。 
（金額単位：百万円） 

連結下期 単独下期 
 

売上高 経常利益 当期利益 売上高 経常利益 当期利益 

前回発表予想（Ａ） 83,600 3,900 2,500 81,500 3,000 1,660 

今回修正予想（Ｂ） 74,500 800 700 72,400 100 0 

増減額（Ｂ－Ａ） △9,100 △3,100 △1,800 △9,100 △2,900 △1,660 

増減率（％） △10.9 △79.5 △72.0 △11.2 △96.7 △100.0 

前下期実績（Ｃ） 79,421 3,950 2,604 77,523 3,083 1,865 

増減額（Ｂ－Ｃ） △4,921 △3,150 △1,904 △5,123 △2,983 △1,865 

（
参
考
） 増減率（％） △6.2 △79.7 △73.1 △6.6 △96.8 △100.0 

（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。 
※２ 前回の業績予想は平成 18 年４月 24 日に行っております。 
※３ 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。実際の業績については当社および当社グループをとりまく今後の経済情勢、市
場の動向、為替レートの変動などの様々な要因により、記述されている業績予想とは異なる可能性があ
ります。 
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３．業績修正の理由 
 

平成 18 年４月 24 日付で「平成 18 年 12 月期 第１四半期財務・業績概況及び業績予想の修正について

（連結）」において、株式会社ニッセン・ロジスティクス・サービス（現：株式会社通販物流サービス）

の株式の売却に伴う当期業績予想の修正を行いましたが、その後、通販事業においては価格政策変更の

影響による新規顧客の獲得数の減少や、既存顧客の稼働率の減少により顧客稼働数が前年を下回る状況

が続き、売上高が前年を下回るとともに、カタログ費率は悪化する状況となりました。 

その一方、原価率については為替予約による効果や商品調達力の強化による改善が図られるとともに、

フルフィルメント費率についても一回当たりの受注金額の増加による改善が図られ、通販事業における

収益構造は前年と比較して一定の改善が図られたものの、売上高の低下による影響により当初の計画を

下回る見込みとなりました。 

また、現販事業においては当社以外の企業における不適正な販売に関する報道が、訪問販売や展示会

販売全体に対する信用を低下させている影響から、展示会における来客数の減少や新規顧客の獲得数の

減少を招き、売上高が前年を下回るとともに、催事効率の悪化から、現販事業における収益は前年・計

画を下回る見込みとなりました。 

このような状況のもと、通販事業においては商品構成や価格構成の更なる見直しが必要な状況ではあ

りますが、大幅な変更については来期以降に発行されるカタログへの反映となる見通しであるとともに、

現販事業については訪問販売や展示会販売全体に対する信用の低下が続く状況のなか、当社の商品を安

心して購入していただくため、当社の販売姿勢に対する十分な説明が必要な状況であることや、社内に

おけるコンプライアンスの遵守に関する教育を強化していくことが必要な状況であることから、一時的

な販売力の低下が予想されるため、平成 18 年 12 月期の中間業績予想とともに通期業績予想についても

修正を行います。 
 
４．配当予想の修正について 
 

平成 18 年 12 月期の期末配当につきましては当初１株当たり 13 円を予定しておりましたが、上記の業

績予想の修正に伴い、前回発表いたしました配当予想を修正し、平成 18 年 12 月期の期末配当について

は１株当たり 10 円とさせていただく予定であります。当社グループでは業績連動型の利益配分を基本方

針としており、業績の下方修正に加え、配当の修正を行うことは誠に遺憾ではありますが、早期に業績

の回復と向上が図れるよう具体的な施策の実行を重ねていく所存でありますので、何卒、ご理解のほど

お願いいたします。 
 

 
１株当たり 
中間配当金 

１株当たり 
期末配当金 

１株当たり 
年間配当金 

前回発表予想（Ａ） 13 円 00 銭 13 円 00 銭 26 円 00 銭 

今回修正予想（Ｂ） 13 円 00 銭 10 円 00 銭 23 円 00 銭 

増減額（Ｂ－Ａ） ― △3円 00 銭 △3円 00 銭 

（参考）前期実績 12 円 50 銭 12 円 50 銭 25 円 00 銭 

※ 前回の配当予想は平成 18 年１月 30 日に行っております。 
 

以上 
 
 
 
 
 
 

この件に関するお問い合わせ 

株式会社ニッセン 経営企画室 脇田・小田 

Phone:075-682-2010 Fax:075-682-7241 E-mail:pr@nissen.co.jp 

〒601-8381  京都市南区吉祥院西ノ茶屋町79番地 

*IRメールマガジンの配信をご希望の方は、http://info.nissen.jp/からお申し込みください。 
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