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１．平成20年６月中間期の連結業績（平成19年12月21日～平成20年６月20日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月中間期 79,648 1.6 1,956 4.0 779 － △1,070 －

19年６月中間期 78,411 △4.8 1,880 △45.0 △22 － △1,742 －

19年12月期 152,997 － 4,508 － △2,022 － △3,144 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年６月中間期 △17 60 － －

19年６月中間期 △30 17 － －

19年12月期 △53 03 － －

（参考）持分法投資損益 20年６月中間期 958百万円 19年６月中間期 △1,539百万円 19年12月期 △2,365百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年６月中間期 70,737 31,678 44.8 520 57

19年６月中間期 83,769 39,151 46.7 643 38

19年12月期 72,371 35,186 48.6 578 23

（参考）自己資本 20年６月中間期 31,662百万円 19年６月中間期 39,133百万円 19年12月期 35,169百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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

20年６月中間期 2,727 △1,225 △1,621 6,919

19年６月中間期 △352 △4,452 5,963 13,694

19年12月期 △4,792 △5,165 4,373 6,924

２．配当の状況
 １株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年12月期 10 00 13 00 23 00

20年12月期 11 50 －

20年12月期（予想） － 11 50 23 00

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成19年12月21日～平成20年12月20日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 160,000 4.6 3,700 △17.9
500

～2,500
－

△1,300
～△100

－
△21
～△1

37
64

(注)５ページ「(業績予想開示に関する開示方式の変更について)」に記載のとおり、レンジ形式の開示としております。
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、27ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年６月中間期 63,416,332株 19年６月中間期 63,416,332株 19年12月期 63,416,332株

②　期末自己株式数 20年６月中間期 2,593,897株 19年６月中間期 2,592,316株 19年12月期 2,593,385株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年６月中間期の個別業績（平成19年12月21日～平成20年６月20日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月中間期 2,334 △97.0 △76 － △76 － △145 －

19年６月中間期 76,879 △4.7 1,969 △37.2 1,352 △45.6 △447 －

19年12月期 79,564 － 2,301 － 1,674 － △75 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年６月中間期 △2 40

19年６月中間期 △7 74

19年12月期 △1 27

(注）当社は、平成19年６月21日付で、会社分割を行い純粋持株会社に移行いたしました。従いまして、20年６月中間

　   期の個別経営成績は、19年６月中間期と比較して大きく変動しております。　　　　　　

 

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年６月中間期 40,514 35,696 88.1 586 90

19年６月中間期 81,227 38,027 46.8 625 21

19年12月期 43,240 36,603 84.7 601 80

（参考）自己資本 20年６月中間期 35,696百万円 19年６月中間期 38,027百万円 19年12月期 36,603百万円

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　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、今後の経済動向、業況の変化、為替レート等の要素により、上記予想数値とは大

幅に異なる場合があります。

　なお、上記の予想に関しては添付資料の４ページ「１．経営成績 (1）経営成績に関する分析 ②当期の見通し」

をご参照ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当中間期の経営成績

　当中間連結会計期間（平成19年12月21日～平成20年６月20日）における我が国経済は、原油及び原材料価格の高騰

やサブプライム住宅ローン問題に端を発する米国経済の失速を背景に景気減速の兆候が表れており、個人消費におい

ても雇用環境改善の動きが鈍る中での物価上昇に伴って弱含みで推移いたしました。一方アジアにおいては資源価格

の高騰が各国の成長に幾分の影を落としながらも中国などで引き続き高い成長率を維持するなど、総じて堅調に推移

いたしました。

　このような経営環境のもと、当社グループは、一人ひとりのお客様が思い描く理想のライフスタイルを提案する企

業グループを目指して、データベースマーケティングをコアとしたグループ経営の推進を基本戦略としながら、平成

21年度を最終年度とする中期経営計画「Nissen Vision 2009」（連結当期純利益目標52億円）の達成に向けて各種施

策を積極的に展開しております。

　通販事業においては、カタログブランドの浸透化や効率的なカタログ発行による顧客稼働数の増加、専門特化型イ

ンターネットサイトの拡充、ローコスト・マネジメントの推進等により、売上高・営業利益ともに前年を上回りまし

た。当中間連結会計期間より通販事業より分割し新セグメントとして開示しております金融事業は、当社の連結子会

社で保険商品の募集代理店を営むｎインシュアランスサービス株式会社の業績と、持分法適用関連会社であるニッセ

ン・ジー・イー・クレジット株式会社（以下、「ＮＧＥＣ」）の持分法投資利益により構成されており、特にＮＧＥ

Ｃにおける収益構造改革等により業績が改善し、持分法投資利益の増加が大きく利益貢献いたしました。一方、現販

事業においては、平成19年度に大幅な営業拠点統廃合及び人員規模適正化、並びに固定費削減の収益構造改革を実施

しましたが、その後も当初の想定以上に催事販売市場が縮小しており、それに起因した来場者数の減少及び顧客当た

りの購入単価の下落などによって、売上高並びに営業利益が前年を大きく下回りました。

　以上の結果、当中間連結会計期間におきましては、売上高は79,648百万円（対前年中間期増減率1.6％増　1,236百

万円増加）、営業利益は1,956百万円（対前年中間期増減率4.0％増　75百万円増加）、経常利益は779百万円（前年同

期経常損失22百万円）となりました。また、今中間期において繰延税金資産の一部取崩しの発生等による法人税等調

整額を税金費用として1,742百万円計上することなどにより、中間純損失1,070百万円（前年同期中間純損失1,742百万

円）となりました。また、通販事業では商品輸入の決済の為替変動リスク回避のため長期為替予約契約を行っており、

この時価評価額が為替予約等評価損として営業外費用で計上されております。これはあくまで評価損益でありキャッ

シュの流出入につながるような損益ではないため、当社グループではこの評価損益を差し引いた経常利益（以下「実

質経常利益」）を実質的な収益力のバロメーターとしております。この実質経常利益は1,984百万円となりました。

（通販事業）　

　主力の通販事業におきましては、ガソリンや食料品などの高騰を受けた消費者の生活防衛意識の高まりによって小

売全体（特に郊外型専門店・百貨店衣料品売場等）が苦戦している中、インターネット・モバイル通販の積極的な拡

大及びお買い得感を重視した商品ラインナップの充実に注力してきた結果、売上高については前年中間期実績を上回

りました。営業利益については、上記の売上好調要因のほか、商品の海外調達の増加や仕入先の集約化などによって

商品原価の低減が実現したこと、ローコスト・マネジメントの推進によりカタログ費やフルフィルメント費など各種

コストの上昇が抑えられたことにより3,557百万円となりました。また、中間期末の対米ドル為替レートが1ドル108円

02銭と当初の予想の策定時よりも円高に推移した結果、時価会計による為替予約等評価損が1,205百万円発生しました

が、実質的な収益力のバロメーターである実質経常利益は2,746百万円と大幅に改善しております。

（金融事業）　

　金融事業におきましては、ｎインシュアランスサービス株式会社の中間期業績が社内計画を上回ったことや、ＮＧ

ＥＣの業績が改善したことにより、売上高525百万円、営業利益232百万円、経常利益1,178百万円となりました。特に

ＮＧＥＣにおいては通常債権の貸倒償却が増加したものの、キャッシング利息の法定利息内への変更による残高の減

少が想定以下にとどまったこと、及び債権回収の良化による引当金の減少並びに販売管理費の削減等により利益が確

保できたため、946百万円の持分法投資利益を計上いたしました。
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（現販事業）

　現販事業におきましては、催事販売を中心とするイベント事業において、昨年来収益回復を目指した営業体制の縮

小強化を図るとともに、３月に経営体制を刷新してまいりました。その結果、当中間連結会計期間における営業損失

は631百万円となり非常に厳しい状況が続きましたが、月次ベースでは徐々に利益回復傾向が見られております。一方

で、店舗展開型のPULL型ブランド事業への事業ポートフォリオ移行は順調に推移しており、現在の現販事業内の売上

シェアは、ブランド事業が過半となっております。

※なお、当中間連結会計期間よりセグメントの区分変更をしております。詳細は29ページ「セグメント情報」をご参

照ください。

②当期の見通し　

（通販事業）

　通販事業につきましては、昨年来、稼働顧客数が順調に増加していることや、インターネット・モバイルによる受

注が計画を上回っていることから、通期の売上高が前期より増加となる見込みです。また、営業利益及び実質経常利

益につきましては、期首時点の想定を上回る原材料・資材等のコストアップ要因の発生が下期以降に見込まれるもの

の、積極的な受注拡大策及び継続的なコスト削減策の徹底により、前期より大幅な増加となる見込みです。また、今

通期業績予想より、為替レート変動に起因する時価会計為替予約等評価損益の業績予想への影響度合いに関する外部

開示レベルの更なる改善を目的として、従来の特定数値開示方式から、時価会計による為替予約等評価損益を不確定

変動要素として、上下限で一定の業績予想幅を持たせたレンジ形式の開示方式に変更いたします。今回の開示方式の

変更に伴い、経常利益の通期予想につきましては、時価会計による為替予約等評価損益の影響が±1,000百万円との前

提に基づき、2,500百万円～4,500百万円となる見込みです。

（金融事業）

　金融事業につきましては、ＮＧＥＣにおいて貸倒引当率が安定傾向にあることや、販売管理費の削減効果の顕実化

等により、業績の改善が見込まれております。一方、保険募集代理店会社の業績予想が社内計画を下回ることが見込

まれるため売上高は900百万円、営業利益は300百万円となる見込みですが、ＮＧＥＣの持分法投資利益により、経常

利益は1,500百万円となる見込みです。

（現販事業）

　現販事業につきましては、下期においても引き続き厳しい経営環境にあるため、下期の売上高が前年下期実績より

約500百万円減少する見込みながら、今年３月に刷新した新たなマネジメント体制下、今期中に黒字化を必達し来期に

損失を一切繰り越さないというコミットメントをベースに、不退転の覚悟で取り組んでいる催事効率向上策及び固定

費削減策等の具現化により、下期の営業利益、経常利益は改善の方向で推移すると見ております。なお、下期の利益

改善効果によって、通期業績につきましては、前期より売上高で約2,200百万円減少するものの、営業利益で約600百

万円、経常利益で約600百万円増加する見込みです。

（本社・消去）

　本社費用につきましては、通期においてほぼ前年とおりとなる見込みです。

【当連結会計年度の業績見通し】

売上高　　               　   160,000百万円 （対前期増減率  4.6 ％増）

営業利益 　　            　     3,700百万円 （対前期増減率 17.9 ％減）

経常利益 　      　　　　  500～2,500百万円 （対前期増減率      ―  ）

当期純利益 　　　　　　△1,300～△100百万円 （対前期増減率      ―  ）

（ご参考）

実質経常利益   　               2,700百万円 （対前期増減率 　　 ―　）

実質当期純利益※ 　         　　　　0百万円 （対前期増減率 　　 ―　）

※当社グループの通販事業では商品輸入の決済の為替変動リスク回避のため長期為替予約契約を行っており、この時

価評価額を為替予約等評価損益として営業外収益又は営業外費用で計上しております。これはあくまで評価損益であ

りキャッシュの流出入につながるような損益ではないため、当社グループではこの評価損益を差し引いた経常利益

（「実質経常利益」）と当期純利益（「実質当期純利益」）を実質的な収益力のバロメーターとしております。なお、

実質当期純利益は実効税率を42％として想定しております。
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　当社は平成19年６月21日をもって純粋持株会社へ移行しておりますので、個別業績の通期の見通しにつきましては

記載を省略しております。

　また、平成20年12月期の対米ドル為替平均レートは、108円を前提としておりますが、当連結会計年度内の輸入見込

み金額に対する為替予約のカバー率がほぼ100％となっているため、対米ドル為替平均レート１円の変動が売上原価に

与える影響は軽微であります。

　加えて、当社グループでは時価会計を導入している長期為替予約契約に係る評価損益を、一定のレンジにて想定し

ております。詳しくは、以下の「（業績予想開示に関する開示方式の変更について）」をご参照ください。なお、実

際の長期為替予約契約に係る評価損益については平成20年12月期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する可能性があります。

（業績予想開示に関する開示方式の変更について）

　当社グループの通販事業において、商品輸入の決済時の為替変動リスク回避のため長期為替予約契約を行っており、

期首及び期末の対米ドル為替レート等により決定される時価評価額を営業外損益として計上しております。しかしな

がら、グローバル化に伴う世界経済連動性の高まりなどに起因した対米ドル為替レートの急激な変動や日米金利差の

先行きが不透明な状況から、上記の時価会計による為替予約等評価損益が当社グループの経常利益及び当期利益に与

える影響が甚大かつ予測不能なため、現在の特定数値による業績予想開示では、結果として、投資家の皆様の投資判

断に大きな誤解を与えてしまうおそれがございます。

　当社グループでは、今回の通期業績予想修正を機に、対米ドル為替レート等による連結業績変動リスクを一定範囲

内で業績予想に反映させることで、投資家の皆様に対する情報開示レベルを更に高めるために、経常利益及び当期純

利益に関する今回の通期予想の修正から、今中間期末の為替予約時価評価額をベースに、対米ドル為替レート変動及

び日米金利差変動等の要因によって、時価会計による為替予約等評価損益の変動幅が、過去半年間の為替レートの動

き及び当年度末の為替予約残高予測を考慮して上下限で±1,000百万円程度（経常利益ベース）生じるとの前提に基づ

くレンジ形式の開示方式に変更いたします。

　なお、今後の経常利益又は当期純利益の予想の修正に際しては、株式会社東京証券取引所で規定している「業績予

想をレンジ形式で行った場合の業績予想の修正等の開示の取扱について」に準拠いたします。また、今後、為替評価

損益を除外した経常利益と当期純利益の予想が、上記【当連結会計年度の業績見通し】で開示している実質経常利益

と実質当期純利益で除した数値のいずれかが1.3以上又は0.7以下の変動があった場合にも、業績予想修正の外部開示

を任意で実施する予定です。この任意開示によって、レンジ形式の開示方式への変更に伴う業績予想修正に関する情

報開示レベルの減退リスクを確実にカバーしながら、投資家向け情報開示レベルの更なる向上を今後も目指して参り

ます。

③中期経営計画等の進捗状況

　当社グループは、平成21年度を最終年度としたグループ中期経営計画「Nissen Vision 2009」（連結当期純利益52

億円、ＲＯＥ10.8％）を策定しております。当計画策定時以降に現販事業及び金融事業において経営環境の大きな変

化が発生いたしましたが、これらの変化に対して収益構造改革に向けた一定の施策が既に打てていること、通販事業

においてインターネット・モバイル通販等の伸長率が想定以上に順調に推移していること、また、新規事業拡大に向

けたＭ＆Ａなどの戦略オプションも選択できる財務状況にあること等から、引き続きグループ全体が一丸となって、

事業成長戦略、収益構造改革、事業構造改革等の推進に積極的に取り組み、中期経営計画の最終年度における業績目

標の必達を目指して参ります。
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(2）財政状態に関する分析

①当中間連結会計期間の資産・負債・純資産の状況

　当中間連結会計期間における総資産額は、前連結会計年度末と比して、受取手形及び売掛金、前払費用の増加や、

未収入金、為替予約の減少等により1,633百万円減少し、70,737百万円となりました。

　総負債額については、前連結会計年度末と比して、支払手形及び買掛金、為替予約の増加や、長期借入金の減少等

により1,873百万円増加し、39,058百万円となりました。

　純資産額については、前連結会計年度末と比して、利益剰余金、繰延ヘッジ損益の減少等により3,507百万円減少し、

31,678百万円となりました。

②当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、6,919百万円となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益、たな卸資産の減少等により、2,727百万円の収入

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等により、1,225百万円の支出となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入の返済による支出、配当金の支払いによる支出等により、1,621百

万円の支出となりました。

③当中間連結会計期間のキャッシュ・フロー指標の推移

　当中間連結会計期間のキャッシュ・フロー指標の推移は以下のとおりであります。

平成18年中間期 平成19年中間期 平成19年12月期 平成20年中間期

自己資本比率 43.7％ 46.7％ 48.6％ 44.8％

時価ベースの自己資本比率 94.8％ 52.6％ 57.1％ 44.5％

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 1.0 － － 0.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 107.0 － － 111.0

(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。 

自己資本比率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自己資本÷総資産

時価ベースの自己資本比率　　　　　　　　　　　　　　株式時価総額÷総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率　　　　　　　　　有利子負債÷営業キャッシュ・フロー

中間期末におけるキャッシュ・フロー対有利子負債比率　有利子負債÷(営業キャッシュ・フロー×２)

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、中間期末（期末）株価終値×自己株式控除後の中間期末（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・フロー及び利払いは、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」及び「利息の支払額」を用いております。

④平成20年12月期以降の財政状態の変化

　平成20年12月期から平成23年12月期にかけて、通販基幹システム再構築のために行うソフトウェア投資並びにハー

ドウェア投資として、約28億円を予定しております。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　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％及び配当性向30％の中期的か

つ安定的な達成を目標としております。

  当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の

決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　当期につきましては、上記方針に基づき１株当たり23円の配当とし、うち中間配当を１株当たり11円50銭とする予

定です。

　また、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一方、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についても35％を安定して達成していくことを目

標として参ります。

(4）事業等のリスク

　最近の有価証券報告書（平成20年３月19日提出）から新たなリスクが顕在化していないため、記載を省略します。

当該有価証券報告書は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

http://www.nissen.info/ir/brief.htm

（金融庁ＥＤＩＮＥＴホームページ）

http://info.edinet-fsa.go.jp/
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２．企業集団の状況

　当社グループは、平成19年６月21日より純粋持株会社体制への移行を行っており、通販事業、金融事業、現販事業を

中心に、当社及び当社の子会社19社、関連会社５社で構成されております。

　通販事業は、カタログ媒体やオンラインショップを通じ、主に衣料品・生活関連用品の通信販売事業等を行なってお

り、主な関係会社は株式会社ニッセン、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

会社ナビバード、株式会社葡萄ラボ、株式会社通販物流サービス、株式会社ＡＬＢＥＲＴ等であります。

　金融事業は、保険代理店事業及び消費者金融事業等を行なっており、主な関係会社はｎインシュアランスサービス株

式会社、ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社であります。

　現販事業は、営業店舗や展示会等による宝石、呉服等の販売事業、代理店を通しての補正下着等の販売事業及び貸衣

裳事業を行なっており、株式会社ニッセン、株式会社オリエンタルダイヤモンド、株式会社トレセンテ、株式会社ニッ

センエヴァーズ大分、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が含まれております。

　その他、株式会社InfoDeliver、株式会社シェアード・ウィンにおいては中国でのＢＰＯ（ビジネスプロセス・アウト

ソーシング）を活用した総務・経理・人事部門等のバックオフィス業務等を行なっております。

　なお、これらの事業区分については「４．中間連結財務諸表　注記事項　（セグメント情報）」の区分と同一であり

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。 

 

商品・サービスの提供

商品の供給

販売支援

債権の譲渡

販売支援

商品の供給

ニッセン・ジー・イー・クレジット㈱

　連結子会社

　持分法適用関連会社

　非連結子会社かつ持分法非適用会社

【　海　外　】

商品の供給

商品の検品

日泉国際貿易(上海)有限公司

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

商品検品子会社５社

商品の出荷・保管・検品・返品処理業務を委
託

㈱ナビバード

提携先企業への商品の供給

㈱通販物流サービス

㈱葡萄ラボ

通販事業

現販事業

その他

シェアードサービスセンター業務の受託

商品の供給
㈱ニッセンシェイプファンデ 代理店

仕
　
　
　
　
　
入
　
　
　
　
　
先

㈱ﾆｯｾﾝｴｳﾞｧｰｽﾞ大分
商品の供給 積立金の預り

㈱ﾆｯｾﾝﾕｰﾋﾞｽﾄ友の会

 ㈱オリエンタルダイヤモンド

㈱トレセンテ

商品の供給

㈱
　
ニ
　

ッ
　
セ
　
ン

㈱ニッセンホールディングス（持株会社）

商品の供給

商品の購入支援

㈱ＡＬＢＥＲＴ

㈱InfoDeliver

㈱シェアード・ウィン

ｎｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｻｰﾋﾞｽ㈱

金融事業

㈱u&n

お
　
　
　
　
　
客
　
　
　
　
　
様

買物券の発行

※株式会社ニッセンの会社分割について

　平成20年６月21日をもって、当社の連結子会社である株式会社ニッセンの現販事業部門を会社分割し、新設分割会社で

　ある株式会社ニッセンプレミアムに事業継承し、当該会社を当社の100%子会社としております。
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３．経営方針
　平成19年12月期中間決算短信（平成19年7月27日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

いたします。

　当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

　http;//www.nissen.info/ir/brief.htm

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

　http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成19年６月20日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月20日）

対前中間
期比

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
（平成19年12月20日）

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）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金  13,704 6,934  6,939

２　受取手形及び
売掛金

13,415 12,970  10,955

３　たな卸資産 14,469 15,423  15,821

４　未収入金 12,680 12,039  13,602

５　前払費用 4,584 6,180  5,315

６　為替予約 6,537 －  1,137

７　その他 2,920 1,868  2,899

貸倒引当金 △328 △264  △279

流動資産合計 67,984 81.2 55,151 78.0 △12,832 56,391 77.9

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1）建物及び構
築物

 1,270  1,229   1,254  

(2）機械装置及
び運搬具

 66  46   58  

(3）工具器具及
び備品

 976  744   853  

(4）土地 1,768  1,768   1,768  

(5）建設仮勘定 679 4,760  1,351 5,140  379 1,344 5,279  

２　無形固定資産

(1）のれん 375  158   178  

(2）その他 712 1,088  1,036 1,194  106 732 910  

３　投資その他の
資産

(1）投資有価証
券

7,898  7,541   6,788  

(2）その他 2,526  2,272   3,520  

貸倒引当金 △488 9,936  △563 9,250  △686 △519 9,789  

固定資産合計 15,785 18.8 15,585 22.0 △199 15,979 22.1

資産合計 83,769 100.0 70,737 100.0 △13,032 72,371 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年６月20日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月20日）

対前中間
期比

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
（平成19年12月20日）

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）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　支払手形及び
買掛金

22,377 22,213  20,402

２　短期借入金  1,811 1,661  1,661

３　未払法人税等 1,132 97  －

４　未払金 9,013 8,719  8,507

５　為替予約 － 1,027  －

６  返品調整引当
金

545 707  585

７　返品破損引当
金

126 116  84

８　利息返還補償
引当金

242 213  213

９　その他 5,149 2,372  3,088

流動負債合計 40,399 48.2 37,128 52.5 △3,270 34,543 47.7

Ⅱ　固定負債

１　長期借入金  3,343 1,681  2,512

２　退職給付引当
金

149 74  81

３　その他 725 172  47

固定負債合計 4,218 5.1 1,929 2.7 △2,288 2,641 3.7

負債合計 44,618 53.3 39,058 55.2 △5,559 37,184 51.4

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１  資本金 11,218 13.4 11,218 15.8 － 11,218 15.5

　２  資本剰余金 11,240 13.4 11,240 15.9 － 11,240 15.5

　３  利益剰余金 18,520 22.1 14,500 20.5 △4,020 16,510 22.8

　４  自己株式 △3,281 △3.9 △3,282 △4.6 △1 △3,282 △4.5

株主資本合計 37,697 45.0 33,676 47.6 △4,021 35,686 49.3

Ⅱ　評価・換算差額
等

　１  その他有価証
券評価差額金

417 0.5 256 0.4 △160 226 0.3

　２  繰延ヘッジ損
益

996 1.2 △2,248 △3.2 △3,245 △748 △1.0

　３  為替換算調整
勘定

21 0.0 △22 △0.0 △44 4 0.0

評価・換算差額
等合計

1,435 1.7 △2,014 △2.8 △3,449 △517 △0.7

Ⅲ　少数株主持分 18 0.0 16 0.0 △1 16 0.0

純資産合計 39,151 46.7 31,678 44.8 △7,472 35,186 48.6

負債純資産合計 83,769 100.0 70,737 100.0 △13,032 72,371 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

対前中間
期比

前連結会計年度
要約連結損益計算書

（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

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)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 78,411 100.0 79,648 100.0 1,236 152,997 100.0

Ⅱ　売上原価 34,709 44.3 36,468 45.8 1,758 69,597 45.5

売上総利益 43,701 55.7 43,180 54.2 △521 83,399 54.5

返品調整引当
金繰入額

545 0.7 707 0.8 161 585 0.4

返品調整引当
金戻入額

△556 △0.7 △585 △0.7 △29 △556 △0.4

差引売上総利
益

43,712 55.7 43,058 54.1 △654 83,370 54.5

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

１　広告宣伝費 12,315 13,239 23,783

２　運賃荷造費 201 243 482

３　販売促進費 4,651 4,442 8,721

４　貸倒引当金繰
入額

326 182 450

５　給料 6,373 5,420 12,124

６　減価償却費 367 287 552

７　手数料 12,466 11,718 22,310

８　その他 5,127 41,831 53.3 5,567 41,101 51.6 △730 10,436 78,861 51.6

営業利益 1,880 2.4 1,956 2.5 75 4,508 2.9

Ⅳ　営業外収益

１  為替予約等評
価益

1,009 － －

２　持分法による
投資利益

－ 958 －

３　受取手数料 99 120 209

４　雑収入 183 1,292 1.7 116 1,195 1.5 △96 389 598 0.4

Ⅴ　営業外費用

１　為替予約等評
価損

－ 1,205 1,424

２　商品評価損 1,458 1,017 2,981

３　持分法による
投資損失

1,539 － 2,365

４　雑損失 197 3,195 4.1 149 2,372 3.0 △823 358 7,130 4.6

経常利益又は
経常損失(△)

△22 △0.0 779 1.0 802 △2,022 △1.3

Ⅵ　特別利益

１　固定資産売却
益

－ 2 －

２　投資有価証券
売却益

35 － 103

３　持分変動利益 19 － 81

４　その他  0 54 0.0 － 2 0.0 △52 205 390 0.3

Ⅶ　特別損失

１　固定資産除売
却損

 143 10 307

２　投資有価証券
等評価損

27 1 79

３　事業再構築損
失

 1,509 － 1,205

４　その他  － 1,681 2.1 0 12 0.0 △1,668 169 1,762 1.2

税金等調整前
中間純利益又
は税金等調整
前中間（当
期）純損失
(△)

△1,649 △2.1 769 1.0 2,418 △3,395 △2.2
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前中間連結会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

対前中間
期比

前連結会計年度
要約連結損益計算書

（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

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)

金額（百万円）
百分比
（％）

法人税、住民
税及び事業税

1,109 96 931

法人税等調整
額

△995 114 0.1 1,742 1,838 2.3 1,724 △1,159 △228 △0.1

少数株主利益
又は少数株主
損失(△)

△21 △0.0 0 0.0 22 △22 △0.0

中間（当期）
純損失

1,742 △2.2 1,070 △1.3 672 3,144 △2.1
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

　 前中間連結会計期間（自　平成18年12月21日　至　平成19年６月20日）

株主資本

資本金
（百万円）

資本剰余金
（百万円）

利益剰余金
（百万円）

自己株式
（百万円）

株主資本合計
（百万円）

平成18年12月20日　残高 7,665 7,687 20,784 △3,290 32,846

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 3,552 3,552 － － 7,105

剰余金の配当 － － △517 － △517

中間純損失 － － △1,742 － △1,742

自己株式の取得 － － － △0 △0

自己株式の処分 － － △4 9 5

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 3,552 3,552 △2,264 9 4,850

平成19年６月20日　残高 11,218 11,240 18,520 △3,281 37,697

評価・換算差額等
少数株主
持分

（百万円）

純資産
合計

（百万円）
その他有価証
券評価差額金
（百万円）

繰延ヘッジ
損益

（百万円）

為替換算
調整勘定
（百万円）

評価・換算
差額等合計
（百万円）

平成18年12月20日　残高 448 507 △1 954 47 33,847

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 － － － － － 7,105

剰余金の配当 － － － － － △517

中間純損失 － － － － － △1,742

自己株式の取得 － － － － － △0

自己株式の処分 － － － － － 5

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△30 488 23 481 △28 452

中間連結会計期間中の変動額合計 △30 488 23 481 △28 5,303

平成19年６月20日　残高 417 996 21 1,435 18 39,151
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　 当中間連結会計期間（自　平成19年12月21日　至　平成20年６月20日）

株主資本

資本金
（百万円）

資本剰余金
（百万円）

利益剰余金
（百万円）

自己株式
（百万円）

株主資本合計
（百万円）

平成19年12月20日　残高 11,218 11,240 16,510 △3,282 35,686

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △790 － △790

中間純損失 － － △1,070 － △1,070

自己株式の取得 － － － △0 △0

連結子会社増加に伴う利益剰余

金の減少額
－ － △148 － △148

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 － － △2,010 △0 △2,010

平成20年６月20日　残高 11,218 11,240 14,500 △3,282 33,676

評価・換算差額等
少数株主
持分

（百万円）

純資産
合計

（百万円）
その他有価証
券評価差額金
（百万円）

繰延ヘッジ
損益

（百万円）

為替換算
調整勘定
（百万円）

評価・換算
差額等合計
（百万円）

平成19年12月20日　残高 226 △748 4 △517 16 35,186

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △790

中間純損失 － － － － － △1,070

自己株式の取得 － － － － － △0

連結子会社増加に伴う利益剰余

金の減少高
－ － － － － △148

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
29 △1,500 △26 △1,497 0 △1,497

中間連結会計期間中の変動額合計 29 △1,500 △26 △1,497 0 △3,507

平成20年６月20日　残高 256 △2,248 △22 △2,014 16 31,678
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　 前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

株主資本

資本金
（百万円）

資本剰余金
（百万円）

利益剰余金
（百万円）

自己株式
（百万円）

株主資本合計
（百万円）

平成18年12月20日　残高 7,665 7,687 20,784 △3,290 32,846

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 3,552 3,552 － － 7,105

剰余金の配当 － － △1,125 － △1,125

当期純損失 － － △3,144 － △3,144

自己株式の取得 － － － △1 △1

自己株式の処分 － － △4 9 5

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計 3,552 3,552 △4,274 8 2,840

平成19年12月20日　残高 11,218 11,240 16,510 △3,282 35,686

評価・換算差額等
少数株主
持分

（百万円）

純資産
合計

（百万円）
その他有価証
券評価差額金
（百万円）

繰延ヘッジ
損益

（百万円）

為替換算
調整勘定
（百万円）

評価・換算
差額等合計
（百万円）

平成18年12月20日　残高 448 507 △1 954 47 33,847

連結会計年度中の変動額       

　新株の発行 － － － － － 7,105

剰余金の配当 － － － － － △1,125

当期純損失 － － － － － △3,144

自己株式の取得 － － － － － △1

自己株式の処分 － － － － － 5

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△221 △1,255 5 △1,471 △30 △1,501

連結会計年度中の変動額合計 △221 △1,255 5 △1,471 △30 1,338

平成19年12月20日　残高 226 △748 4 △517 16 35,186
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

（自　平成18年12月21日

至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年12月21日

至　平成20年６月20日）

対前中間期比

前連結会計年度の

要約キャッシュ・

フロー計算書

（自　平成18年12月21日

至　平成19年12月20日）

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円）

増減
（百万円）

金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金

等調整前中間(当期)純損失(△)
△1,649 769 2,418 △3,395

減価償却費 367 287 △80 552

のれん償却額 － 19 19 37

貸倒引当金の増加額 148 29 △118 130

返品調整引当金増減額 △10 121 132 29

返品破損引当金増減額 5 31 26 △37

利息返還補償引当金減少額 △40 － 40 △69

受取利息及び受取配当金 △42 △19 22 △88

支払利息 28 21 △7 55

為替予約等評価損益 △1,009 1,205 2,214 1,424

持分法による投資利益 － △958 △958 －

持分法による投資損失 1,539 － △1,539 2,365

投資有価証券評価損 27 3 △24 79

事業再構築損失 1,509 － △1,509 1,205

投資有価証券売却損益 △35 0 35 △93

持分変動利益 △19 － 19 △81

固定資産除売却損益 143 8 △135 307

売上債権の増加額 △2,976 △2,362 614 △281

たな卸資産の増減額 1,159 398 △760 △170

仕入債務の増減額 △619 314 933 △2,365

その他 2,085 2,717 631 △2,370

小計 613 2,588 1,975 △2,764

利息及び配当金の受取額 39 4 △35 86

利息の支払額 △24 △24 △0 △52

法人税等の還付額 － 216 216 －

法人税等の支払額 △981 △57 924 △2,062

営業活動によるキャッシュ・フロー △352 2,727 3,080 △4,792
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前中間連結会計期間

（自　平成18年12月21日

至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年12月21日

至　平成20年６月20日）

対前中間期比

前連結会計年度の

要約キャッシュ・

フロー計算書

（自　平成18年12月21日

至　平成19年12月20日）

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円）

増減
（百万円）

金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △944 △1,178 △233 △1,629

固定資産の売却による収入 32 9 △22 32

投資有価証券の取得による支出 △724 △40 684 △1,301

投資有価証券の売却による収入 92 35 △56 649

貸付による支出  △441 － 441 △445

貸付金の回収による収入 18 0 △17 19

子会社株式の取得による支出  △200 △52 147 △200

新規連結子会社株式の取得による
収入  188 － △188 188

事業譲受による支出  △2,473 － 2,473 △2,473

その他 0 △0 0 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,452 △1,225 3,227 △5,165

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △150 △830 △680 △1,131

社債の償還による支出 △500 － 500 △500

株式の発行による収入 7,105 － △7,105 7,105

株式の発行による支出 △37 － 37 △37

自己株式の取得による支出 △0 △0 0 △1

自己株式の売却による収入 5 － △5 5

配当金の支払額 △517 △790 △273 △1,125

その他 57 － △57 57

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,963 △1,621 △7,584 4,373

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △31 △30 △28

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 1,157 △150 △1,308 △5,612

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 12,592 6,924 △5,668 12,592

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の

増加額
 － 146 146 －

Ⅷ　連結子会社の減少に伴う現金及び現金

同等物の減少額
 △55 － 55 △55

Ⅸ　現金及び現金同等物の中間期末(期

末）残高
 13,694 6,919 △6,774 6,924
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19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　　 ９社

主要な連結子会社の名称

１　連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　　 11社

主要な連結子会社の名称

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

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

株式会社ナビバード

株式会社オリエンタルダイヤモンド

株式会社トレセンテ

株式会社葡萄ラボ

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

ＡＬＢＥＲＴは、当中間連結会

計期間中に持分割合が減少し、

持分法適用関連会社となったた

め損益計算書のみを連結の対象

としております。

　また、株式会社オリエンタル

ダイヤモンド、株式会社トレセ

ンテ、株式会社葡萄ラボについ

ては新たに子会社となったため、

当中間連結会計期間より連結子

会社としております。 

 

株式会社ニッセン

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

株式会社ナビバード

株式会社葡萄ラボ

ｎインシュアランスサービス株式会社

株式会社オリエンタルダイヤモンド

株式会社トレセンテ

株式会社ニッセンエヴァーズ大分 

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

 

なお、前連結会計年度におい

て非連結子会社であったｎイン

シュアランスサービス株式会社

（旧　ニッセンファミックス生

保・設立準備会社）については

重要性が増加したため、当中間

連結会計期間より連結子会社と

しております。 

 

株式会社ニッセン

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

株式会社ナビバード

株式会社葡萄ラボ

株式会社オリエンタルダイヤモンド

株式会社トレセンテ

株式会社ニッセンエヴァーズ大分

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

 

 

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

ＡＬＢＥＲＴは、当連結会計年

度に持分割合が減少し、持分法

適用関連会社となったため中間

損益計算書のみを連結の対象と

しております。

　また、株式会社ニッセンにつ

いては、当社の通販事業及び現

販事業等を承継し新設分割によ

り会社設立したため、株式会社

葡萄ラボ及び株式会社トレセン

テについては、新たに株式を取

得したため、株式会社オリエン

タルダイヤモンドについては、

会社設立により新たに子会社と

なったため、当連結会計年度よ

り連結の範囲に含めておりま

す。 

(2）主要な非連結子会社名

上海日染服飾検整有限公司

(2）主要な非連結子会社名

上海日染服飾検整有限公司

(2）主要な非連結子会社名

上海日染服飾検整有限公司

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社６社は、いずれも

小規模会社であり、総資産、売上

高、中間純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等はいずれも中間連結財務

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８社は、いずれも

小規模会社であり、総資産、売上

高、中間純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等はいずれも中間連結財務

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６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。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

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

５社

会社の名称

　　　ニッセン・ジー・イー・

　　　クレジット株式会社

    　株式会社通販物流サービス

　　　株式会社ＡＬＢＥＲＴ　

　　　株式会社InfoDeliver

　　　株式会社シェアード・ウィン　

 

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

５社

会社の名称

　　　ニッセン・ジー・イー・

　　　クレジット株式会社

    　株式会社通販物流サービス

　　　株式会社シェアード・ウィン

　　　株式会社ＡＬＢＥＲＴ　

　　　株式会社InfoDeliver　

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

５社

会社の名称

　　　ニッセン・ジー・イー・

　　　クレジット株式会社

    　株式会社通販物流サービス

　　　株式会社シェアード・ウィン

　　　株式会社ＡＬＢＥＲＴ　

　　　株式会社InfoDeliver　

　　　なお、株式会社InfoDeliverは、

　　新たに株式を取得したことから、

　　当中間連結会計期間より持分法適

　　用関連会社に含めております。

　　　また、株式会社シェアード・

　　ウィンは、株式会社InfoDeliver

　　との共同出資により新会社として

    設立したことから、当中間連結会

    計期間より持分法適用関連会社に

    含めております。

     　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ＡＬ 

    ＢＥＲＴは、当連結会計年度に持

　　分割合が減少したため、持分法適

　　用関連会社としております。

　　　また、株式会社InfoDeliverにつ

　　いては、新たに株式を取得したた

　　め、株式会社シェアード・ウィン

　　については、株式会社InfoDeliver

　　との共同出資により新会社として

    設立したため、当連結会計年度よ

　　り持分法適用関連会社に含めてお

　　ります。

   

(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

　　　上海日染服飾検整有限公司

(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

　　　上海日染服飾検整有限公司

(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

  　　上海日染服飾検整有限公司

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

れ中間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。

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。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

３　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

　連結子会社の中間決算日は、次の

とおりであります。

３　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

　連結子会社の中間決算日は、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
中間

決算日

スパーク・エース・リミテッド ４月30日

アドバンス・プログレス・リミテッド ４月30日

株式会社ナビバード ３月20日 

株式会社葡萄ラボ ６月30日 

株式会社オリエンタルダイヤモンド ３月31日 

株式会社トレセンテ ９月30日 

株式会社ニッセンシェイプファンデ ６月20日

株式会社ニッセンユービスト友の会 ６月20日

株式会社ニッセンエヴァーズ大分 ６月20日

  

  

  

　中間連結財務諸表の作成に当

たっては、株式会社葡萄ラボと株

式会社トレセンテについて、それ

ぞれ３月31日を中間決算日とみな

した仮決算に基づく中間財務諸表

を使用し、スパーク・エース・リ

ミテッド及びアドバンス・プログ

レス・リミテッド、株式会社ナビ

バード、株式会社オリエンタルダ

イヤモンドについては中間連結決

算日の差異が３ヶ月を超えないた

め、当該子会社の中間決算日を基

礎として連結決算を行っておりま

す。但し、中間連結決算日との間

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。

連結子会社名
中間

決算日

株式会社ニッセン　 ６月20日

スパーク・エース・リミテッド ４月30日

アドバンス・プログレス・リミテッド ４月30日

株式会社ナビバード ３月20日 

株式会社葡萄ラボ ６月30日 

ｎインシュアランスサービス株式会社 ６月20日

株式会社オリエンタルダイヤモンド ３月31日 

株式会社トレセンテ ３月31日 

株式会社ニッセンエヴァーズ大分 ６月20日

株式会社ニッセンシェイプファンデ ６月20日

株式会社ニッセンユービスト友の会 ６月20日

  

　中間連結財務諸表の作成に当

たっては、株式会社葡萄ラボにつ

いて、３月31日を中間決算日とみ

なした仮決算に基づく中間財務諸

表を使用し、スパーク・エース・

リミテッド及びアドバンス・プロ

グレス・リミテッド、株式会社ナ

ビバード、株式会社オリエンタル

ダイヤモンド、株式会社トレセン

テについては中間連結決算日の差

異が３ヶ月を超えないため、当該

子会社の中間決算日を基礎として

連結決算を行っております。但し、

中間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。

連結子会社名 決算日

株式会社ニッセン  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

株式会社ナビバード ９月20日 

株式会社葡萄ラボ 12月31日 

株式会社オリエンタルダイヤモンド ９月30日 

株式会社トレセンテ ９月30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

  

  

　連結財務諸表の作成に当たって

は、株式会社葡萄ラボについて、

９月30日を決算日とみなした仮決

算に基づく財務諸表を使用し、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、株式会社ナビバード、株式会

社オリエンタルダイヤモンド、株

式会社トレセンテについては連結

決算日の差異が３ヶ月を超えない

ため、当該子会社の決算日を基礎

として連結決算を行っております。

但し、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。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

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

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

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）

①　有価証券

満期保有目的の債券

同左

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

　中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法

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

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

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算

定）

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

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

 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

③　たな卸資産

商品

同左

(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）

a.平成19年３月31日以前に取得

　したもの

旧定額法

b.平成19年４月１日以降に取得

　したもの

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

建物（付属設備を除く）

同左

(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）

同左

その他

a.平成19年３月31日以前に取得

　したもの

旧定率法

b.平成19年４月１日以降に取得

　したもの

定率法

 

その他

同左

その他

同左

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

　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 ５～９年

工具器具及び備品 ２～20年

建物及び構築物 ２～49年

機械装置及び運搬具 ５～７年

工具器具及び備品 ２～20年

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

 ────── （追加情報）　　

　当中間連結会計期間から、平

成19年３月31日以前に取得した

有形固定資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額の

５％に到達した連結会計年度の

翌連結会計年度より、取得価額

の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上してお

ります。この結果、損益に与え

る影響は軽微であります。

 

 ──────

②　無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に

基づいております。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

③　長期前払費用

定額法

 

③　長期前払費用　

同左 

③　長期前払費用

同左 

(3）繰延資産の処理方法

株式交付費

  支出時に全額費用として処理

しております。 

(3）　　 ──────

　

 

(3）繰延資産の処理方法

株式交付費

  支出時に全額費用として処理

しております。 

 

(4）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。

 

 

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

 

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　返品調整引当金

  当中間連結会計期間末に予想

される返品による損失に備える

ため、過去の返品実績率に基づ

く返品損失見込額を計上してお

ります。 

 

②　返品調整引当金

同左

②　返品調整引当金

  当連結会計年度末に予想され

る返品による損失に備えるため、

過去の返品実績率に基づく返品

損失見込額を計上しておりま

す。 
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前中間連結会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

③　返品破損引当金

  当中間連結会計期間末に予想

される返品商品の破損又は廃棄

による損失に備えるため、過去

の破損又は廃棄の実績に基づく

返品商品の損失見込額を計上し

ております。

 

③　返品破損引当金

同左

③　返品破損引当金

  当連結会計年度末に予想され

る返品商品の破損又は廃棄によ

る損失に備えるため、過去の破

損又は廃棄の実績に基づく返品

商品の損失見込額を計上してお

ります。

 

④　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、当中間連

結会計期間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。

④　退職給付引当金

同左

④　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。

   

⑤ 利息返還補償引当金

　将来の利息返還補償の発生に

備えるため、当中間連結会計期

間末における返還補償見込額を

計上しております。

  これは、平成12年７月14日に、

当社がニッセン・ジー・イー・

クレジット株式会社に対してク

レジット・サービス部門の営業

を譲渡した際の営業譲渡契約に

基づく、当社が負うべき営業譲

渡債権に対する利息返還責任に

伴う補償の支払に備えるための

ものであります。 

 

⑤ 利息返還補償引当金

同左 

⑤ 利息返還補償引当金

　将来の利息返還補償の発生に

備えるため、当連結会計年度末

における返還補償見込額を計上

しております。

  これは、平成12年７月14日に、

当社がニッセン・ジー・イー・

クレジット株式会社に対してク

レジット・サービス部門の営業

を譲渡した際の営業譲渡契約に

基づく、当社が負うべき営業譲

渡債権に対する利息返還責任に

伴う補償の支払に備えるための

ものであります。 

  

(5）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、中間連

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。なお、在外

子会社等の資産及び負債は、中間

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、

換算差額は純資産の部における少

数株主持分及び為替換算調整勘定

に含めて計上しております。 

 

(5）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、換算差額は純資

産の部における少数株主持分及び

為替換算調整勘定に含めて計上し

ております。 
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前中間連結会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

(6）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。

 

(6）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なリース取引の処理方法

同左

(7）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。

(7）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(7）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

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

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

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

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、当中間連結会計期間末

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

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。

 

(8）その他中間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。

  

(8）その他中間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

(8）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　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。 

 

５　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

同左

５　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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前中間連結会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

６　のれんの償却に関する事項

　のれんの償却については、その効

果が発現する期間を個別に見積り、

償却期間を決定した上で均等償却し

ております。但し、重要性が乏しい

ものにつきましては、発生連結会計

年度に一括償却しており、販売費及

び一般管理費の「その他」に含めて

おります。

 

６　のれんの償却に関する事項

         同左

６　のれんの償却に関する事項　

         同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

(有形固定資産の減価償却方法)

　当中間連結会計期間より、法人税法

の改正（(所得税法等の一部を改正す

る法律　平成19年３月30日　法律第６

号)及び(法人税法施行令の一部を改正

する政令　平成19年３月30日　政令第

83号)）に伴い、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産については、

改正後の法人税法に規定する減価償却

方法により減価償却費を計上しており

ます。この結果、損益に与える影響は

軽微であります。 

 

 ──────

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(有形固定資産の減価償却方法)

　当連結会計年度より、法人税法の改

正（(所得税法等の一部を改正する法

律　平成19年３月30日　法律第６号)

及び(法人税法施行令の一部を改正す

る政令　平成19年３月30日　政令第83

号)）に伴い、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産については、

改正後の法人税法に規定する減価償却

方法により減価償却費を計上しており

ます。この結果、損益に与える影響は

軽微であります。 

(企業結合に係る会計基準等)

　当中間連結会計期間より「企業結合

に係る会計基準」(企業会計審議会　

平成15年10月31日)及び「事業分離等

に関する会計基準」(企業会計基準委

員会　平成17年12月27日　企業会計基

準第７号)並びに「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用

指針」(企業会計基準適用指針第10号)

を適用しております。

 

 ──────

 

(企業結合に係る会計基準等)

　当連結会計年度より「企業結合に係

る会計基準」(企業会計審議会　平成

15年10月31日)及び「事業分離等に関

する会計基準」(企業会計基準委員会

　平成17年12月27日　企業会計基準第

７号)並びに「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指

針」(企業会計基準適用指針第10号)を

適用しております。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

　（中間連結貸借対照表）

  「為替予約」は、前中間連結会計期間まで、流動資産

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連

結会計期間末において資産の総額の100分の５を超えた

ため区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間末の「為替予約」の金額は

2,642百万円であります。　　　　

　前中間連結会計期間までは独立掲記していた「長期

貸付金」（当中間連結会計期間末の残高は４百万円）

は、金額的重要性が低くなったため、投資その他の資

産の「その他」に含めて表示することにいたしました。

　　　　

　（中間連結損益計算書）

　「手数料」は、前中間連結会計期間において、販売費

及び一般管理費の「その他」に含めて表示しておりまし

たが、当中間連結会計期間において金額的重要性が増し

たため区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間における「手数料」の金額

は3,600百万円であります。　　　　　

 ──────

 

 

 

 

 

　　

 

 

 

　　　　

　（中間連結損益計算書）

　前中間連結会計期間まで特別利益の「その他」に含め

て表示しておりました「固定資産売却益」は、特別利益

の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間における「固定資産売却

益」の金額は０百万円であります。　　　　　

（開示の省略）

　中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書に関

する注記事項等、リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等に関する注記事項については、中

間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年12月21日　至　平成19年６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）

売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 66,875 11,535 78,411 － 78,411

 (2)セグメント間の内部売上高又は　

振替高
－ － － － －

計 66,875 11,535 78,411 － 78,411

営業費用 62,622 12,113 74,735 1,795 76,530

営業利益又は営業損失（△） 4,253 △577 3,676 △1,795 1,880

営業外損益 △1,663 △138 △1,801 △101 △1,903

経常利益又は経常損失（△） 2,590 △715 1,874 △1,897 △22

　（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、通販代行事業及び保険代理店事業

(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1,795百万円であり、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。

当中間連結会計期間（自　平成19年12月21日　至　平成20年６月20日）

通販事業
（百万円）

金融事業
（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）

売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 69,281 525 9,841 79,648 － 79,648

 (2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － － －

計 69,281 525 9,841 79,648 － 79,648

営業費用 65,723 293 10,472 76,489 1,201 77,691

営業利益又は営業損失（△） 3,557 232 △631 3,158 △1,201 1,956

営業外損益 △2,016 946 △118 △1,188 11 △1,176

経常利益又は経常損失（△） 1,541 1,178 △750 1,970 △1,190 779

　（注）１　事業区分は当社グループ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等

(2)金融事業……保険代理店事業及び消費者金融事業等

(3)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等

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1,201百万円であり、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　事業区分の変更

(1)セグメント区分については、従来、「通販事業」、「現販事業」としておりましたが、当中間連結会計期間

より新たな事業区分として「金融事業」を加えた３区分に変更しております。この変更は、「貸金業の規制

等に関する法律等の一部を改正する法律」（平成18年12月20日公布　法律115号）のもと、ニッセン・ジー・

イー・クレジット株式会社の収益基盤を確固たるものとするため当社グループ内の契約条件の一部見直しを

行った結果、金融事業を単独で行う事業体としての性格が高まったことによるものであります。この変更に

伴い、従来の方法と比較して、「通販事業」の売上高及び営業利益はそれぞれ62百万円、経常利益は1,008

百万円減少し、「金融事業」の売上高及び営業利益はそれぞれ62百万円、経常利益は1,008百万円増加して

おります。

(2)当中間連結会計期間より連結子会社となりましたｎインシュアランスサービス株式会社は、金融事業に区分

しております。
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前連結会計年度（自　平成18年12月21日　至　平成19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）

売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 130,482 22,515 152,997 － 152,997

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － － －

計 130,482 22,515 152,997 － 152,997

営業費用 122,129 23,527 145,657 2,831 148,488

営業利益又は営業損失（△） 8,353 △1,012 7,340 △2,831 4,508

営業外損益 △6,170 △283 △6,453 △78 △6,531

経常利益又は経常損失（△） 2,182 △1,296 886 △2,909 △2,022

　（注）１　事業区分は当社グループ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、通販代行事業及び保険代理店事業

(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2,831百万円であり、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。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年12月21日　至　平成19年６月20日）

　全セグメントの売上高の合計に占める「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。

当中間連結会計期間（自　平成19年12月21日　至　平成20年６月20日）

　全セグメントの売上高の合計に占める「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。

前連結会計年度（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

　全セグメントの売上高の合計に占める「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

前中間連結会計期間（自　平成18年12月21日　至　平成19年６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。

当中間連結会計期間（自　平成19年12月21日　至　平成20年６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。

前連結会計年度（自　平成18年12月21日　至　平成19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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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

１株当たり純資産額      643円38銭

１株当たり中間純損失 　　30円17銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間
純利益については、潜在株式は存在す
るものの、１株当たり中間純損失であ
るため記載しておりません。

１株当たり純資産額      520円57銭

１株当たり中間純損失 　  17円60銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間
純利益については、１株当たり中間純
損失であり、また、希薄化効果を有し
ている潜在株式が存在しないため記載
しておりません。

１株当たり純資産額      578円23銭

１株当たり当期純損失 　　53円03銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期
純利益については、潜在株式は存在す
るものの、１株当たり当期純損失であ
るため記載しておりません。

（注）　算定上の基礎

１．１株当たり純資産額の算定上の基礎

 
 

前中間連結会計期間末
（平成19年６月20日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月20日）

前連結会計年度末
（平成19年12月20日）

中間連結貸借対照表及び連結貸借対照

表の純資産の部の合計額
      39,151百万円 31,678百万円       35,186百万円

中間連結貸借対照表及び連結貸借対照

表の純資産の部の合計額と１株当たり

純資産額の算定に用いられた普通株式

に係る中間連結会計期間末及び連結会

計年度末の純資産額との差額

  18百万円 16百万円   16百万円

（うち少数株主持分） （18百万円） （16百万円） （16百万円）

普通株式に係る純資産額       39,133百万円 31,662百万円       35,169百万円

普通株式の発行済株式数  63,416,332株     63,416,332株         63,416,332株

普通株式の自己株式数     2,592,316株    2,593,897株          2,593,385株

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式の数
60,824,016株   60,822,435株        60,822,947株

 

 ２．１株当たり中間（当期）純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎　

前中間連結会計期間
(自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月21日
至　平成20年６月20日)

前連結会計年度
(自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日)

１株当たり中間（当期）純損失

中間（当期）純損失      1,742百万円 1,070百万円       3,144百万円

普通株主に帰属しない額 － － －

普通株式に係る中間（当期）純損失      1,742百万円  1,070百万円       3,144百万円

普通株式の期中平均株式数  57,769,600株  60,822,698株        59,300,666株

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益

中間（当期）純利益調整額 － － －

普通株式増加数 － － －

（新株引受権） （－） （－） （－）

（新株予約権） （－） （－） （－）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含まれなかった潜在株式の概要

提出会社の新株予約権

５種類

（新株予約権の数

33,994個）

連結子会社の新株予約

権１種類

（新株予約権の数

2,000個）

提出会社の新株予約権

５種類

（新株予約権の数

32,249個）

連結子会社の新株予約

権１種類

（新株予約権の数

2,000個） 

提出会社の新株予約権

５種類

（新株予約権の数

32,364個）

連結子会社の新株予約

権１種類

（新株予約権の数

2,000個）
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間（自　平成18年12月21日　至　平成19年６月20日）

──────

 
 

当中間連結会計期間（自　平成19年12月21日　至　平成20年６月20日）

(自己株式の取得について)

  当社は、平成20年７月４日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。

１　自己株式の取得を行う理由　経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を実施するため

２　取得に係る事項の内容

　(1) 取得対象株式の種類　　当社普通株式

　(2) 取得しうる株式の総数　40万株（上限）（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合0.66％）

　(3) 株式の取得価額の総額　３億円（上限）

　(4) 取得期間　　　　　    平成20年７月８日～平成20年８月29日

  (5) 取得の方法　　　　　　大阪証券取引所における市場買付

 
 
 

前連結会計年度（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

──────
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５．その他
　販売及び仕入の状況 

　（１）販売実績

 　　　　　 当中間連結会計期間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、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 対前年中間期増減率（％）

　 通販事業 69,281 103.7

 　金融事業 525 ―

 　現販事業 9,841 85.3

合計 79,648 101.7

　　（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　　２　当中間連結会計期間より、事業の種類別セグメント区分を変更しております。詳細については、「４．

　　　　　　　中間連結財務諸表　注記事項　（セグメント情報）」に記載のとおりであります。なお、前年同期比較

　　　　　　　にあたっては、前中間連結会計期間の金額を変更後の区分に組替えた上で比較しております。

　　　　　３　金融事業は、当中間連結会計期間より新たなセグメントとして開示しているため、前年同期比の記載につ

　　　　　　　いては行っておりません。

 

　（２）仕入実績

 　　　　　 当中間連結会計期間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、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 対前年中間期増減率（％）

　 通販事業 32,537 105.1

 　現販事業 4,521 111.4

合計 37,058 105.9

　　（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。

 　　　　 ３　金融事業は、仕入実績がないため該当事項はありません。
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６．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成19年６月20日）

当中間会計期間末
（平成20年６月20日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年12月20日）

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）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 12,345  1,436   752  

２　受取手形 1,478  －   －  

３　売掛金 11,752  －   －  

４　商品 12,328  －   －  

５　前払費用 4,551  －   －  

６  関係会社短期
貸付金

－  2,105   1,992  

７　未収入金 4,814  －   106  

８　関係会社未収
入金

7,636  561   579  

９　為替予約 6,537  －   －  

10　その他 3,320  265   791  

貸倒引当金 △574  △154   △251  

流動資産合計 64,190 79.0 4,213 10.4 △59,977 3,971 9.2

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1）建物  1,169  950   980  

(2）土地 1,768  1,768   1,768  

(3）その他  1,683  1,981   2,095  

計 4,621   4,699    4,844   

２　無形固定資産 578   241    270   

３　投資その他の
資産

(1）投資有価証
券

6,650  2,289   2,198  

(2) 関係会社株
式

－  21,861   21,788  

(3) 関係会社長
期貸付金

－  4,567   7,362  

(4) 繰延税金資
産

－  2,491   2,525  

(5）その他 5,672  348   362  

貸倒引当金 △486  △198   △83  

計 11,836   31,360    34,154   

固定資産合計 17,036 21.0 36,301 89.6 19,264 39,269 90.8

資産合計 81,227 100.0 40,514 100.0 △40,712 43,240 100.0
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前中間会計期間末
（平成19年６月20日）

当中間会計期間末
（平成20年６月20日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年12月20日）

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）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　支払手形 10,044  7   7  

２　買掛金 12,093  －   －  

３　短期借入金  2,383  2,370   2,293  

４　未払金 7,771  636   1,012  

５　未払法人税等 1,117  39   －  

６　返品調整引当
金

 545  －   －  

７　返品破損引当
金

 126  －   －  

８　利息返還補償
引当金

 242  －   －  

９　その他  4,701  84   814  

流動負債合計 39,025 48.1 3,138 7.7 △35,887 4,127 9.5

Ⅱ　固定負債

１　長期借入金  3,340  1,680   2,510  

２　退職給付引当
金

149  －   －  

３　その他 684  －   －  

固定負債合計 4,174 5.1 1,680 4.2 △2,494 2,510 5.8

負債合計 43,199 53.2 4,818 11.9 △38,381 6,637 15.3
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前中間会計期間末
（平成19年６月20日）

当中間会計期間末
（平成20年６月20日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年12月20日）

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）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 11,218 13.8 11,218 27.7 － 11,218 26.0

　２　資本剰余金

　(1) 資本準備金 11,260 11,260 11,260

資本剰余金合計 11,260 13.9 11,260 27.8 － 11,260 26.1

　３　利益剰余金

(1) 利益準備金 256  256   256  

　　(2) その他利益
剰余金

　　　別途積立金 17,300 16,509 17,300

　　  繰越利益剰
余金

△139 △522 △376

利益剰余金合計 17,416 21.4 16,244 40.1 △1,172 17,180 39.7

　４　自己株式 △3,281 △4.0 △3,282 △8.1 △1 △3,282 △7.6

株主資本合計 36,613 45.1 35,439 87.5 △1,173 36,376 84.2

Ⅱ　評価・換算差額
等

　１　その他有価証
券評価差額金

417 0.5 256 0.6 △160 226 0.5

　２　繰延ヘッジ損
益

996 1.2 － － △996 － －

評価・換算差額
等合計

1,413 1.7 256 0.6 △1,157 226 0.5

純資産合計 38,027 46.8 35,696 88.1 △2,330 36,603 84.7

負債純資産合計 81,227 100.0 40,514 100.0 △40,712 43,240 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

　(自　平成18年12月21日
至　平成19年６月20日)

当中間会計期間
　(自　平成19年12月21日

至　平成20年６月20日)

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
　(自　平成18年12月21日

至　平成19年12月20日)

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)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   76,879 100.0  2,334 100.0 △74,545  79,564 100.0

Ⅱ　売上原価   34,513 44.9  1,461 62.6 △33,051  36,036 45.3

売上総利益   42,365 55.1  872 37.4 △41,493  43,527 54.7

    　返品調整引当金
繰入額

  545 0.7  － － △545  545 0.7

　　　返品調整引当金
戻入額

  △556 △0.7  － － 556  △556 △0.7

差引売上総利益   42,376 55.1  872 37.4 △41,504  43,538 54.7

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

  40,407 52.5  949 40.7 △39,457  41,237 51.8

営業利益又は営
業損失(△)

  1,969 2.6  △76 △3.3 △2,046  2,301 2.9

Ⅳ　営業外収益   1,286 1.7  82 3.5 △1,203  1,404 1.8

Ⅴ　営業外費用   1,903 2.5  81 3.5 △1,821  2,031 2.6

経常利益又は経
常損失(△)

  1,352 1.8  △76 △3.3 △1,428  1,674 2.1

Ⅵ　特別利益   35 0.1  0 0.0 △34  103 0.1

Ⅶ　特別損失   1,728 2.3  1 0.0 △1,726  1,835 2.3

税引前中間
(当期)純損失

  340 △0.4  77 △3.3 263  56 △0.1

法人税、住民税
及び事業税

 1,093   40    842   

法人税等調整額  △987 106 0.2 27 68 2.9 △38 △824 18 0.0

中間（当期）純
損失

  447 △0.6  145 △6.2 301  75 △0.1
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成18年12月21日　至　平成19年６月20日）

株主資本

資本金
 （百万円） 

資本剰余金
 （百万円） 

利益剰余金
（百万円）

自己株式
（百万円）

 株主資本
合計

(百万円）
資本準備金

資本剰余金
合計 

 利益準備金

 その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年12月20日

残高
7,665 7,707 7,707 256 17,300 828 18,385 △3,290 30,467

中間会計期間中の

変動額

新株の発行 3,552 3,552 3,552 － － － － － 7,105

剰余金の配当 － － － － － △517 △517 － △517

中間純損失 － － － － － △447 △447 － △447

自己株式の取得 － － － － － － － △0 △0

自己株式の処分 － － － － － △4 △4 9 5

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額(純額）

－ － － － － － － － －

中間会計期間中の変動

額合計
3,552 3,552 3,552 － － △968 △968 9 6,146

平成19年６月20日　

残高
11,218 11,260 11,260 256 17,300 △139 17,416 △3,281 36,613

評価・換算差額等
純資産合計

 
（百万円）

その他有価証券評
価差額金
 （百万円）

繰延ヘッジ損益
 
　（百万円）

評価・換算差額等
合計
　（百万円）

平成18年12月20日　残高 448 507 955 31,423

中間会計期間中の変動額

新株の発行 － － － 7,105

剰余金の配当 － － － △517

中間純損失 － － － △447

自己株式の取得 － － － △0

自己株式の処分 － － － 5

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△30 488 458 458

中間会計期間中の変動額合計 △30 488 458 6,604

平成19年６月20日　残高 417 996 1,413 38,027
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当中間会計期間（自　平成19年12月21日　至　平成20年６月20日）

株主資本

資本金
 （百万円） 

資本剰余金
 （百万円） 

利益剰余金
（百万円）

自己株式
（百万円）

 株主資本
合計

(百万円）
資本準備金

資本剰余金
合計 

 利益準備金

 その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益
剰余金

平成19年12月20日　

残高
11,218 11,260 11,260 256 17,300 △376 17,180 △3,282 36,376

中間会計期間中の

変動額

剰余金の配当 － － － － － △790 △790 － △790

中間純損失 － － － － － △145 △145 － △145

別途積立金の取崩 － － － － △790 790 － － －

自己株式の取得 － － － － － － － △0 △0

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額(純額）

－ － － － － － － － －

中間会計期間中の変動

額合計
－ － － － △790 △145 △936 △0 △936

平成20年６月20日　

残高
11,218 11,260 11,260 256 16,509 △522 16,244 △3,282 35,439

評価・換算差額等
純資産合計

 
（百万円）

その他有価証券評
価差額金
 （百万円）

評価・換算差額等
合計
　（百万円）

平成19年12月20日　残高 226 226 36,603

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △790

中間純損失 － － △145

別途積立金の取崩 － － －

自己株式の取得 － － △0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
29 29 29

中間会計期間中の変動額合計 29 29 △906

平成20年６月20日　残高 256 256 35,696
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

株主資本

資本金
 （百万円） 

資本剰余金
 （百万円） 

利益剰余金
（百万円）

自己株式
（百万円）

 株主資本
合計

(百万円）
資本準備金

資本剰余金
合計 

 利益準備金

 その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年12月20日　

残高
7,665 7,707 7,707 256 17,300 828 18,385 △3,290 30,467

事業年度中の変動額

新株の発行 3,552 3,552 3,552 － － － － － 7,105

剰余金の配当 － － － － － △1,125 △1,125 － △1,125

当期純損失 － － － － － △75 △75 － △75

自己株式の取得 － － － － － － － △1 △1

自己株式の処分 － － － － － △4 △4 9 5

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額(純額）

－ － － － － － － － －

事業年度中の変動額合

計
3,552 3,552 3,552 － － △1,205 △1,205 8 5,908

平成19年12月20日　

残高
11,218 11,260 11,260 256 17,300 △376 17,180 △3,282 36,376

評価・換算差額等
純資産合計

 
（百万円）

その他有価証券評
価差額金
 （百万円）

繰延ヘッジ損益
 
　（百万円）

評価・換算差額等
合計
　（百万円）

平成18年12月20日　残高 448 507 955 31,423

事業年度中の変動額

新株の発行 － － － 7,105

剰余金の配当 － － － △1,125

当期純損失 － － － △75

自己株式の取得 － － － △1

自己株式の処分 － － － 5

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△221 △507 △728 △728

事業年度中の変動額合計 △221 △507 △728 5,180

平成19年12月20日　残高 226 － 226 36,603
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