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1.  20年12月期の連結業績（平成20年1月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期 155,489 1.6 3,051 △32.3 2,242 ― △9,353 ―
19年12月期 152,997 △1.2 4,508 △2.7 △2,022 ― △3,144 ―

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
自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年12月期 △157.58 ― △41.5 3.1 2.0
19年12月期 △53.03 ― △9.1 △2.7 2.9

（参考） 持分法投資損益 20年12月期  1,206百万円 19年12月期  △2,365百万円

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12月期 69,996 9,924 14.2 195.38
19年12月期 72,371 35,186 48.6 578.23

（参考） 自己資本   20年12月期  9,923百万円 19年12月期  35,169百万円

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12月期 △6,808 △1,950 7,353 5,607
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 配当金総額（年
間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年12月期 ― 10.00 ― 13.00 23.00 1,398 ― 3.7
20年12月期 ― 11.50 ― 11.50 23.00 1,490 ― 5.9

21年12月期 
（予想）

― 11.50 ― 11.50 23.00 ――― 35.0 ―――

3.  21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

※第2四半期連結累計期間の連結業績予想につきましては、小売市場の競合環境の急激な変化に伴う短期的販売動向における不確実性の増大等の理由により、従来
の半期単位での業績予想開示では、結果として投資家の皆様の判断に大きな誤解を与えてしまうおそれがございますので開示を省略しております。なお、第2四半期連
結累計期間の見通しにつきましては、第1四半期の決算発表時に開示する予定です。  

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

第2四半期連結累計期間 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 156,700 0.8 3,400 11.4 4,700 109.6 3,900 ― 65.70



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) 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（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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、39ページ「1株当たり情報」をご覧ください。  

新規 ― 社 （ 社名 ） 除外 ― 社 （ 社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年12月期  63,416,332株 19年12月期  63,416,332株
② 期末自己株式数 20年12月期  12,626,701株 19年12月期  2,593,385株

（参考）個別業績の概要 

1.  20年12月期の個別業績（平成20年1月1日～平成20年12月31日） 

（注）当社は、平成19年６月21日付けで、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12月期の個別経営成績は、19年12月期と比較して大きく変
動しております。  

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期 5,344 △93.3 223 △90.3 △534 ― △6,244 ―
19年12月期 79,564 △47.4 2,301 △47.6 1,674 △61.5 △75 ―

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
円 銭 円 銭

20年12月期 △105.20 ―
19年12月期 △1.27 ―

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12月期 44,901 24,869 55.4 489.65
19年12月期 43,240 36,603 84.7 601.80

（参考） 自己資本 20年12月期  24,869百万円 19年12月期  36,603百万円

2.  21年12月期の個別業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※ 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、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、上記予想に関しては添付資料の４ページ「経営成績（１）  次期の見通し」をご参照ください。  

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

第2四半期累計期間 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―



１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当連結会計年度の経営成績

　当連結会計年度における我が国経済は、米国金融市場の混乱に伴う金融危機と原油をはじめとする原材料費の高騰

等に起因する世界的な景気減速により、国内企業の業績悪化が続くとともに設備投資が減少し停滞色が強まりました。

このような状況下において、景気悪化による個人所得の伸び悩みやエネルギー・食料品価格の上昇等により一般消費

が低迷するとともに、消費者の低価格志向が一層強まった結果、当社グループが属する小売業界における競合環境は

より一層厳しい状況となりました。

　このような経営環境のもと、当社グループでは連結収益力の回復を図り、中長期的なグループ企業価値向上を実現

するために、グループ全体における聖域なき経営合理化策に取り組んでまいりました。

　通販事業におきましては、売上高・経常利益ともに当連結会計年度より別セグメント化した金融事業を除いて前年

を大幅に上回りました。金融事業におきましては、持分法適用関連会社の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、現販事業におきましては、消費動向の急激な変化及び法令

改正等によるマイナス影響を受けるとともに、平成20年９月に決定した催事販売事業からの撤退の影響もあり、売上

高・経常利益ともに前年を大幅に下回りました。

　以上の結果、当連結会計年度におきましては、売上高は155,489百万円（対前年増減率1.6％増　2,491百万円増加）、

営業利益は3,051百万円（対前年増減率32.3％減　1,457百万円減少）、経常利益は2,242百万円（前年同期経常損失

2,022百万円）となりました。

　なお、現販事業の催事販売事業からの撤退に伴う特別損失3,471百万円に加えて、経営上の不確実性の低減を目的と

した長期為替予約契約（時価評価適用）の解約損4,985百万円（※1）及び昨今の金融情勢に伴う上場有価証券評価損

等の603百万円を特別損失として計上しております。また、繰延税金資産の一部取崩し等の発生による法人税等調整額

1,750百万円を税金費用として計上いたしました。そのため当期純損失は9,353百万円（前年同期当期純損失3,144百万

円）となりました。

（※1）当社グループの通販事業では商品輸入決済時の為替変動リスク回避の目的で長期為替予約契約を締結しており

ましたが、昨今の景気動向や金融情勢により対米ドル為替レートが円高に急進したことで長期為替予約契約を維持す

るメリットが薄れてきたこと等から、当連結会計年度にこれら長期為替予約契約を全て解約いたしました。今回の解

約により為替予約等解約損を特別損失として計上しております。

 

（通販事業）

　中間期以降の景気悪化による消費者の生活防衛意識の高まりによって小売全体が苦戦している中、主力事業会社で

ある株式会社ニッセンにおきましては消費者の低価格志向に適応した商品品揃えの充実による稼働人数の増加や、イ

ンターネット・モバイル通販の積極拡大策が功を奏したこと等により売上高は好調に推移いたしました。また、カタ

ログ制作や発送等にかかるカタログ費及び注文や商品発送等にかかるフルフィルメント費等におけるローコスト・マ

ネジメント活動を推進した結果、金融事業を除外した通販事業の前連結会計年度との比較において業績は大きく改善

いたしました。

　以上の結果、通販事業の売上高は138,176百万円（対前年増減率5.9％増、7,693百万円増加）、営業利益は6,536百

万円（対前年増減率21.8％減、1,816百万円減少）、経常利益は4,802百万円（対前年増減率120.0％増、2,619百万円

増加）となりました。

　また、当期より別セグメント化した金融事業を前年実績から除外し、当期と同条件で業績比較した場合、売上高は

対前年増減率8.1%増（10,357百万円増加）、営業利益は対前年増減率14.9％増（847百万円増加）、経常利益は対前年

増減率175.4％増（3,058百万円増加）と、実質比較として大幅な増収増益を達成しております。

（金融事業）

　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の持分法投資利益により構成されております。

ｎインシュアランスサービス株式会社におきましては、平成20年４月より保険商品の募集代理店事業を開始し、当連

結会計年度より収益を計上しております。一方ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社は、前連結会計年度にお

いて過払利息返還請求引当金の積み増しや繰延税金資産の取崩等により大幅な当期純損失が発生しておりましたが、

当連結会計年度において営業貸付金は減少したものの、債権回収率の向上による引当金の減少や販売管理費の削減等

で収益性が改善した結果、当社の持分法投資利益として1,169百万円を計上しております。

　以上の結果、金融事業の売上高は958百万円、営業利益は395百万円、経常利益は1,564百万円となりました。（※金

融事業は前年まで通販セグメントに包含しております。）
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（現販事業）

　主力事業会社である株式会社ニッセンプレミアムにおきましては、消費動向の急激な変化及び法令改正等による影

響を大きく受けることとなり、これに対処するため不採算営業拠点の統廃合及び人員規模適正化等の事業構造改革を

断行いたしました。しかしながら、その後も催事販売の事業環境が更に悪化したため、事業継続の可否について検討

した結果、収益性の維持並びに中長期の成長が困難であるとの経営判断から、催事販売事業については当連結会計年

度中に撤退することとなりました。これによる売上高の減少と事業撤退に伴う特別退職金や営業店閉鎖費用等一過性

の費用が発生したことにより、当連結会計年度の売上高、営業利益、経常利益ともに前年を大きく下回りました。

　以上の結果、現販事業の売上高は16,354百万円（対前年増減率27.4％減、6,160百万円減少）、営業損失は1,711百

万円（前年同期営業損失1,012百万円）、経常損失は1,947百万円（前年同期経常損失1,296百万円）となりました。

②次期の見通し

　当社グループにおきましては、経営環境の急激な変化に迅速に対応するため、１．通販事業の成長戦略の推進、２．

金融事業の事業モデル確立・収益安定化、３．経営資源の選択と集中及び戦略アライアンスの更なる推進、４．ＥＳ

Ｇ（環境、社会、企業統治）をコアとした将来を見据えた経営基盤の強化、の４項目をグループ戦略方針と定め、次

期連結会計年度において更なる事業構造改革、収益構造改革及び戦略提携を積極推進することで、グループ全体の収

益性及び成長性の向上を目指してまいります。

（通販事業）

　主力事業会社である株式会社ニッセンにおきましては、更なる成長戦略を推進していくために、顧客稼働の継続的

拡大、インターネット・モバイル通販の拡大、ビジネスユニットの選択と集中、ローコスト・マネジメントの徹底、

損益構造の抜本的変革等の重点施策に取り組んでまいります。なお、株式会社ニッセンでは、将来成長に向けた新た

な経営方針として「ダイレクトマーケティングのイノベーターとしてOne to Oneを研ぎ澄ます」を掲げており、今後、

同方針の実現に向けて各種戦略アクションプランを積極的に推進してまいります。

（金融事業）

　ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社におきましては、グレーゾーン金利撤廃後の顧客ポートフォリオの組

み換えを推進し、新たな事業環境に適応していくための事業モデルの確立により中長期的な収益安定性を図ってまい

ります。また、ｎインシュアランスサービス株式会社におきましては、nissen,LIFEブランドの認知度を高めることを

基本方針とし、顧客への商品提案力強化に向けた取扱商品数の拡大、同業他社との差別化を図るための付加価値サー

ビスの提供、利便性の高いマーケティング手法の開発等により、新規顧客獲得件数と新規保険手数料収入を増加させ、

将来の収益源となりうる事業へと育成してまいります。

（現販事業）

　催事販売事業からの撤退に伴い、セグメント事業規模としては大幅に縮小いたしましたが、今後は和装専門店祗園

屋を中心とした株式会社ニッセンプレミアム、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等の各関係

会社におきまして、店舗販売を中心とした高付加価値型のブランド事業を継続的に展開してまいります。

 【次期連結会計年度の業績見通し】

売上高　　  156,700百万円 （対前年増減率   0.8 ％増）

営業利益 　　 3,400百万円 （対前年増減率  11.4 ％増）

経常利益 　   4,700百万円 （対前年増減率 109.6 ％増）

当期純利益    3,900百万円 （対前年増減率        ― ）

　

　当連結会計年度において商品評価損2,287百万円を営業外費用として計上しておりますが、新会計基準適用により商

品評価損の計上区分見直しを行うため、次期連結会計年度において商品評価損2,187百万円を売上原価に計上するとの

前提で上記業績見通しをたてております。よって、参考数値として前年比を同計上基準で比較した場合、次期連結会

計年度の営業利益見通しの対前年増減率は344.9％増（対前年増減額2,636百万円増加）となります。なお、商品評価

損の計上区分変更に伴う経常利益への影響は一切ございません。

　通販事業において前述のとおり長期為替予約契約を当連結会計年度中に全て解約いたしました結果、次期以降の連

結会計年度の対米ドル為替レート変動による為替予約の時価評価損益が当社グループの連結損益に与える影響につい

ては払拭される見通しです。
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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。

（業績予想開示に関する開示方式の変更について）

　通販事業では、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業績予想及び業績予想修

正について、過去半年間の為替レートの動き及び当連結会計年度末の為替予約残高予測を考慮したレンジ形式の開示

方式を採用しておりましたが、当連結会計年度における長期為替予約契約の解約により対米ドル為替レート変動によ

る為替予約の時価評価損益が当社グループの連結損益に与える影響が払拭されたことから、次期連結会計年度より特

定の予想金額で開示することにいたしました。

　また、インターネット・モバイル通販事業の急激な拡大に伴うテストカタログ発行等の従来型受注予測手法への依

存度合いの低下、小売市場の競合環境の急激な変化に伴う短期的販売動向における不確実性の増大、並びに環境変化

にスピーディかつ柔軟に対応するための事業戦略修正の短サイクル化等の理由により、従来の半期単位での業績予想

開示では、結果として投資家の皆様の判断に大きな誤解を与えてしまうおそれがございます。以上の理由により、次

期連結会計年度より、従来の中間期（第２四半期連結累計期間）及び通期の業績予想開示の代わりとして、通期の業

績予想開示のみに変更いたします。なお、第２四半期連結累計期間の見通しにつきましては、第１四半期の決算発表

時に開示する予定です。

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が、当計画策定時以降に、催事販売事業からの撤退、貸金業法の改正、小

売市場の急激な縮小等の要因によって、当初計画から大幅な乖離が生じており、次期連結会計年度中の当初計画の達

成は非常に困難な状況となっております。一方、過去三ヵ年に渡る抜本的なグループ経営改革の断行により、経営上

の不確実性（不採算事業、為替予約評価）の低減、成長への布石（インターネット・モバイル通販の拡大、金融事業

の収益安定化）については着実に進捗しております。このような状況下、次期連結会計年度におきましては、当初計

画に業績を少しでも近づける最大限の経営努力を行う一方、中長期的な経営環境変化の中でグループ成長を遂げるた

めの経営戦略の修正及び新たな中期経営計画の立案を実施してまいります。
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(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　　当連結会計年度末の資産、負債及び純資産の状況は以下のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　 単位：百万円

平成19年12月期 平成20年12月期

総資産額 72,371 69,996

総負債額 37,184 60,071

純資産額 35,186 9,924

自己資本比率 48.6 ％ 14.2 ％

１株当たり純資産額 578円23銭   195円38銭

（注）発行済株式数（連結）平成20年12月20日　50,789,631株　　　平成19年12月期　60,822,947株    　　　　

なお、上記記載の発行済株式（連結)は、自己株式を除いております。

　当連結会計年度末における総資産額は、現金及び預金、為替予約、繰延税金資産等の減少により、前連結会計年度

末と比較して2,374百万円減少し、69,996百万円となりました。

　総負債額は有利子負債、為替予約、事業整理損失引当金等の増加により、前連結会計年度末と比較して22,886百万

円増加し、60,071百万円となりました。

　純資産額については、当期純利益の減少、配当金支払いを原因とした利益剰余金と繰延ヘッジ損益の減少により、

前連結会計年度末と比較して25,261百万円減少し、9,924百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

 　当連結会計年度のキャッシュ・フローは以下のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

平成19年12月期 平成20年12月期 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,792 △6,808 △2,015

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,165 △1,950 3,214

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,373 7,353 2,980

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28 △58 △29

現金及び現金同等物の減少額 △5,612 △1,463 4,149

連結子会社の増減に伴う現金及び現金同等物

の増減額
△55 146 202

現金及び現金同等物の期末残高 6,924 5,607 △1,316

　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1,316百万円減少し、5,607百万円と

なりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失、為替予約等解約による支出等により6,808百万円

の支出となりました。

　一方、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、子会社株式の取得による支出、貸付に

よる支出等により、1,950百万円の支出になりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の増加により14,400百万円の収入がありましたが、長期借入の返

済による支出、自己株式の取得による支出、配当金の支払額等の支出により、7,353百万円の収入になりました。

株式会社ニッセンホールディングス (8248) 平成 20 年 12 月期決算短信

－ 6 －



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19年12月期 平成20年12月期

自己資本比率 48.6 ％ 14.2 ％

時価ベースの自己資本比率 57.1 ％ 29.5 ％

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － －

 (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

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、東京証券取引所市場第一部における期末株価終値×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。  

５　計算の結果数値がマイナスとなる場合は、「－」で表記しています。

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、2,200百万円の計画です。

　 主たる要因は、税金等調整前当期純利益4,300百万円及び減価償却費400百万円、持分法による投資利益1,000

百万円、事業撤退費用の支払額1,500百万円、法人税等の支払額700百万円など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、△500百万円の計画です。

   主たる要因は、ＩＴ関連機器並びにソフトウェアへの投資1,000百万円など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、△1,350百万円の計画です。

  　主たる要因は、配当金の支払い1,200百万円、短期借入による収入1,500百万円、長期借入の返済による支出

1,660百万円などを予定しております。

 

⑤平成20年12月期以降の財政状態の変化

　　特記事項はありません。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社グループは、業績連動型の利益配分の基本方針の元、配当性向30％の長期的かつ安定的な達成を目指しており

ます。また、自己株式取得による発行済み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％の安定的な実現を目指してまいります。

　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、グループ経営改革の断行によるリストラ損失発生等で大幅な赤字となりましたが、本損失が

一過性であり、安定的かつ継続的な配当を実施していく観点から、期末配当としては１株当たり11円50銭とし、中間

配当金と合わせて年間としては１株当たり23円の配当とする予定です。

　また、次期の配当につきましては、当社が従来掲げている業績連動型利益配分の方針に則り、１株当たり中間配当

金11円50銭、期末配当金11円50銭の年間配当金23円を予定しております。
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　(4)事業等のリスク

　　

　当社グループの事業、業績及び財政状態は、下記の要因を含むリスク及び不確定要素により影響を受ける可能性が

あります。当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努め

てまいりますが、これらのリスク及び不確定要素が当社グループに重大な悪影響を与えた場合、当社株式の市場価格

を大幅に引き下げる可能性があります。

　なお、文中の将来に関する事項については、当連結会計年度末現在（平成20年12月20日）において入手可能な情報

から当社グループが判断・予測したものです。

① 気候不順の影響

　冷夏や長雨、暖冬などの天候不順や異常気象による需要変動は、当社グループの行う通販事業のカタログ商品

売上に影響を及ぼし、当社グループの事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼすおそれがあります。

② 外的要因により業務に支障を来すリスク

　大型地震の発生やそれによる津波、大型台風の上陸やそれによる幹線道路の寸断、テロ等によるシステムや社

会インフラの大規模な障害発生等の外部要因により、当社グループの業務の全部または一部が不全となる場合、

当社グループの事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼすおそれがあります。

③ 法的規制

　当社グループの行う事業は特定商取引に関する法律、消費者契約法、知的財産に関する法律、保険業法等によ

り法的規制を受けております。そのため、当社グループでは社員教育の徹底、コンプライアンス体制の整備、販

売管理体制の構築等により法的規制を遵守する体制の整備に努めておりますが、これらの法的規制に違反する行

為がなされた場合や、その結果としてクレームトラブル等が生じた場合、また、上記の法律の改正もしくは解釈

の変更、新たな法的規制により、当社グループの事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼすおそれがあります。

④ 消費者金融事業に関するリスクについて

　当社グループの消費者金融事業については出資法、利息制限法、貸金業規制法による規制を受けております。

これらの法律が平成18年12月に一部改正されたことにより、出資法上の上限金利が利息制限法上の水準まで引き

下げられるとともに、総量規制の導入など各種の規制強化が図られており、全面施行されるまでには移行期間が

設けられているものの、消費者金融事業については市場規模の収縮による更なる競争の激化や収益力の低下など

により収益性が著しく低下する可能性があります。

　また、当社グループの消費者金融事業における貸出金利は利息制限法の上限利率を超過する部分があった為、

これらの超過利息について会員からの申し立てがあった場合には返還などを行う場合があります。

　当社グループでは将来の超過利息の返還に対応する引当金を計上していますが、これらの超過利息に関する返

還を求める件数や金額が現在の予想を超えた場合、当社グループの事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす恐

れがあります。

⑤ 公的規制

　当社グループは、事業展開する国、地域でさまざまな政府規制の適用を受けておりますが、その規制を遵守で

きなかった場合には、当社グループの事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼすおそれがあります。

⑥ 生産国の政治情勢及び経済状況等の変化

　当社グループは競争力のある商品の生産とコスト削減のために、通販事業で取り扱う商品の大部分を中国をは

じめとした海外にて生産しております。しかし、海外における政治情勢・経済状況の変化、法令の改正や規制の

変更などにより、事業の遂行に問題が生じる可能性があります。このような場合、当社グループの事業、業績及

び財政状態に悪影響を及ぼすおそれがあります。

⑦ 為替変動の影響

　当社グループの行う通販事業の商品輸入の大半が米国ドル建てとなっております。そのため当社グループの想

定を超える大幅な為替変動があった場合には、当社グループの事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼすおそれ

があります。
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⑧ カタログ資材の市況変化

　当社グループの行う通販事業はカタログを媒体とする通信販売を主軸に商品販売を行っており、カタログ資材

の調達においては紙パルプを多用しております。これらのカタログ資材の調達においては、安定的な資材調達と

ともに調達コストの引き下げに向けた取り組みを継続して行っておりますが、紙パルプ等の原材料市況が当社の

想定以上に高騰した場合、当社グループの事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼすおそれがあります。

⑨ 商品発送料について

　当社グループの行う通販事業は、その事業の特性上、商品の発送が伴います。昨今の原油高騰及び排ガス規制

等の環境規制により、運輸事業者のコストが上昇する可能性があり、ひいては委託発送料の値上がりにつながり、

結果として当社グループの事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼすおそれがあります。

⑩ システムリスク

　当社グループが保有するコンピュータシステムにおいて、ウィルスの侵入等によるダウンまたは誤作動、シス

テムの不備、不正使用等が発生することにより、損失を被る可能性があります。当社グループは業務のすべてに

おいてコンピュータを使用しているため、コンピュータに関してトラブルが発生した場合には、復旧等に臨時の

費用が発生し、当社グループの事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼすおそれがあります。

⑪ 情報セキュリティについて

　個人情報保護法が平成17年４月から全面施行され、当社グループも個人情報取扱事業者として個人情報に係る

義務等の遵守を求められております。

　当社グループでは情報セキュリティポリシーを制定し、安全性及び信頼性に万全の対策を講じるとともに、「プ

ライバシーマーク」を取得するなど個人情報保護に努めておりますが、予測し得ない不正アクセス等により、顧

客情報や当社グループの機密情報が漏洩したり、その漏洩した情報が悪用された場合、顧客の経済的・精神的損

害に対する損害賠償等が発生する可能性があります。更に顧客情報の漏洩等が当社グループの信用低下や企業イ

メージの悪化につながることで、当社グループの事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼすおそれがあります。

⑫ 商品の安全性及び表示に関して

　当社グループの行う通販事業は製造物責任法をはじめ、消費生活用製品安全法、食品衛生法、薬事法、不当景

品類及び不当表示防止法（景品表示法）など各種の法的規制を受けております。

　当社グループでは、当社グループ独自の品質管理基準に従って各種の商品を企画・生産し、商品管理体制の整

備を進めることで各種の法的規制の遵守に努めておりますが、全ての商品について欠陥が無く、将来にわたって

商品回収や損害賠償等による多額の費用が発生しないという保証はありません。また、異物混入及び品質・表示

不良製品の流通などの問題が発生した場合、当社グループの商品に対する信頼の低下による売上の減少などによ

り、当社グループの事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼすおそれがあります。

⑬ 将来に向けた成長戦略プランの推進に伴うリスク 

　当社グループは、データベースの獲得と活用、既存事業のバリューチェーン強化などの観点から、企業価値の

向上につながる事業提携や資本提携などの戦略アライアンスを積極的に推進しており、これらの取り組みに伴う

投資もしくは買収のための支出、費用及び負債が当初の想定から追加的に増加する可能性があります。

　また、これらの戦略アライアンスや成長戦略プランを推進していく過程で生み出される新規事業が当社グルー

プの想定とおり収益に貢献するかどうかについては一切の保証が無く、提携によるシナジー効果が想定とおりに

発揮できなかった場合や、何らかの事情により提携を解消することとなった場合、或いは提携が失敗した場合な

ど、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす恐れがあります。

⑭ 人的資源の確保について 

　当社グループの永続的な発展のためには「人材力」が最も重要であり、当社グループの展開する事業や管理組

織など各分野における優秀な人材の確保は、当社グループを取り巻く環境の変化に柔軟に対応していくために必

要不可欠な要素であると認識しております。

　しかしながら、各分野における有能な人材の数は限られているとともに、優秀な人材を確保し雇用を維持する

ための競争は非常に激しくなっております。このため、在籍している従業員の流出の防止や新たな人材の獲得が

できなくなった場合、当社グループの成長や利益に悪影響を及ぼす恐れがあります。
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⑮財務体質、収益構造に関するリスク

　　　　 当社は、事業資金の効率的な調達を行うため、コミットメント契約（コミットメントライン契約、タームローン

契約）を締結しております。

　当該契約では財務制限条項があり、各年度の決算期の末日の貸借対照表（連結・単体の両ベース）における資本

の部の合計を当該決算期の直前の決算期の末日または平成16年12月期の末日における借入人の貸借対照表（連結・

単体の両ベース）における資本の部の合計のいずれか大きい方の75％以上に維持すること、単体及び連結の損益計

算書における経常損益を２期連続で損失としないことが取り決められており、これに抵触した場合、多数貸付人か

らの要請があれば、期限の利益を失い、直ちに借入金の全額並びに利息及び精算金等を支払う義務を負うことに

なっております。

　上記条件のもと、当社グループは当連結会計年度における連結財務諸表において、為替予約の解約や催事販売事

業からの撤退などの一過性の要因により、当期純損失9,353百万円を計上しており、また個別財務諸表においては、

関係会社事業整理損失等により当期純損失6,244百万円を計上しております。これらの事象により、連結貸借対照

表及び個別貸借対照表における資本の部が前期の連結貸借対照表及び個別貸借対照表の資本の部の75％を下回るこ

ととなり、コミットメント契約（コミットメントライン契約、タームローン契約）の財務制限条項に抵触いたしま

した。

　連結財務諸表作成会社である当社は、当該状況を解消すべく、主要な金融機関に対して当社グループの財務状況

や来期の収益計画について説明を行った結果、為替予約の解約や催事販売事業撤退などによって一時的な損失が生

じたものの、これら経営判断や来期の収益計画について前向きな評価をいただくとともに、財務制限条項への抵触

を期限の利益喪失事由としない旨の承諾を得ております。

 なお、業績に影響を与える要因は、これらに限定されるものではありません。
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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20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、株式会社暮らしのデザイン、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

行っており、株式会社ニッセンプレミアム、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

センシェイプファンデ等であります。

　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っております。

　なお、これらの事業区分については、「４．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

 ㈱オリエンタルダイヤモンド

㈱トレセンテ

㈱
　
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

㈱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

㈱　ニッセンプレミアム

販売支援

㈱暮らしのデザイン

商品の供給

商品の供給

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、株式会社ニッセンを分割会社とし、株式会社ニッセンプレミアムを新設分割設立会社と

して、現販事業部門の権利義務を新会社に承継しております。
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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

 

株式会社ニッセンホールディングス (8248) 平成 20 年 12 月期決算短信

－ 12 －



４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成19年12月20日）

当連結会計年度
（平成20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
（％）

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 6,939 5,617

２ 受取手形及び売掛金 10,955 10,770

３ 有価証券 61 272

４ たな卸資産 15,821 16,819

５ 未収入金 13,602 12,637

６ 前払費用 5,315 7,231

７ 繰延税金資産 2,270 1,354

８ 為替予約 1,137 －

９ その他 568 643

貸倒引当金 △279 △257

流動資産合計 56,391 77.9 55,089 78.7

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産

(1) 建物及び構築物  3,290 5,301

減価償却累計額 2,035 1,254 1,999 3,302

(2) 機械装置及び運搬具 108 133

減価償却累計額 49 58 54 79

(3) 工具器具及び備品 3,183 3,109

減価償却累計額 2,330 853 2,322 787

(4) 土地  1,768 1,769

(5) 建設仮勘定 1,344 0

有形固定資産合計 5,279 7.3 5,938 8.5

２ 無形固定資産       

(1) のれん 178 －

(2) その他 732 1,063

無形固定資産合計 910 1.3 1,063 1.5

３ 投資その他の資産  

(1) 投資有価証券 ※１ 6,788 6,822

(2) 繰延税金資産  1,173 0

(3) その他 ※１ 2,347 1,669

 貸倒引当金 △519 △586

投資その他の資産合計 9,789 13.5 7,904 11.3

固定資産合計 15,979 22.1 14,907 21.3

資産合計 72,371 100.0 69,996 100.0
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前連結会計年度
（平成19年12月20日）

当連結会計年度
（平成20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
（％）

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

１ 支払手形及び買掛金  20,402 20,249

２ 短期借入金  1,661 16,061

３ 未払法人税等 － 408

４ 未払金 8,507 6,751

５ 為替予約 － 10,966

６ 返品調整引当金 585 286

７ 返品破損引当金 84 55

８ 利息返還補償引当金 213 198

９ 事業整理損失引当金 － 1,139

10 その他 3,088 2,974

流動負債合計 34,543 47.7 59,090 84.4

Ⅱ 固定負債

１ 長期借入金  2,512 851

２ 繰延税金負債 － 53

３ 退職給付引当金 81 －

４ その他 47 75

固定負債合計 2,641 3.7 980 1.4

負債合計 37,184 51.4 60,071 85.8

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本        

１ 資本金   11,218 15.5  11,218 16.0

２ 資本剰余金   11,240 15.5  11,240 16.1

３ 利益剰余金   16,510 22.8  5,517 7.9

４ 自己株式   △3,282 △4.5  △7,177 △10.3

株主資本合計   35,686 49.3  20,799 29.7

Ⅱ 評価・換算差額等        

１ その他有価証券評価差額
金

  226 0.3  122 0.2

２ 繰延ヘッジ損益   △748 △1.0  △10,966 △15.7

３ 為替換算調整勘定   4 0.0  △31 △0.0

評価・換算差額等合計   △517 △0.7  △10,875 △15.5

Ⅲ 少数株主持分   16 0.0  1 0.0

純資産合計   35,186 48.6  9,924 14.2

負債純資産合計   72,371 100.0  69,996 100.0
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(2）連結損益計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20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
（％）

Ⅰ 売上高 152,997 100.0 155,489 100.0

Ⅱ 売上原価 69,597 45.5 71,916 46.2

売上総利益 83,399 54.5 83,573 53.8

返品調整引当金繰入額 585 0.4 274 0.2

返品調整引当金戻入額 △556 △0.4 △585 △0.4

差引売上総利益 83,370 54.5 83,884 54.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費

１ 広告宣伝費 23,783 26,103

２ 運賃荷造費 482 521

３ 販売促進費 8,721 8,631

４ 貸倒引当金繰入額 450 354

５ 給料 12,124 10,555

６ 賞与 1,714 1,533

７ 賃借料 1,877 1,278

８ 減価償却費 552 634

９ 手数料 22,310 23,705

10 その他 6,845 78,861 51.6 7,513 80,833 52.0

営業利益 4,508 2.9 3,051 2.0

Ⅳ 営業外収益

１ 受取利息 32 12

２ 受取配当金 55 23

３ 受取手数料 209 260

４ 持分法による投資利益 － 1,206

５ 返品破損引当金戻入額 37 28

６ 雑収入 263 598 0.4 403 1,934 1.2

Ⅴ 営業外費用

１ 支払利息 55 68

２ 株式交付費償却 37 －

３ 商品評価損 2,981 2,287

４ 為替予約等評価損 1,424 －

５ 為替差損 20 22

６ 持分法による投資損失 2,365 －

７ 利息返還補償引当金繰入
額

30 135

８ 雑損失 214 7,130 4.6 228 2,743 1.8

経常利益又は経常損失
(△)

△2,022 △1.3 2,242 1.4
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20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
（％）

Ⅵ 特別利益

１ 固定資産売却益 ※１ 0 2

２ 投資有価証券売却益 103 0

３ 事業譲渡益  － 40

４ 未請求債務取崩益  205 －

５ 持分変動利益 81 390 0.3 13 55 0.0

Ⅶ 特別損失

１ 固定資産除売却損 ※２ 307 52

２ 投資有価証券評価損  79 603

３ 投資有価証券売却損 9 0

４ 事業再構築損失 ※３ 1,205 －

５ 為替予約等解約損 　 － 4,985

６ 事業整理損失引当金繰入
額

 － 1,139

７ 事業撤退損 ※４ － 2,332

８ その他 160 1,762 1.2 327 9,441 6.0

税金等調整前当期純損失 3,395 △2.2 7,143 △4.6

法人税、住民税及び事業
税

931 387

過年度法人税等 － 87

法人税等調整額 △1,159 △228 △0.1 1,750 2,225 1.4

少数株主損失 22 0.0 14 0.0

当期純損失 3,144 △2.1 9,353 △6.0
 

株式会社ニッセンホールディングス (8248) 平成 20 年 12 月期決算短信

－ 16 －



(3）連結株主資本等変動計算書

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)

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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当連結会計年度　(自　平成19年12月21日　至　平成20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19年12月20日　残高 11,218 11,240 16,510 △3,282 35,686

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 － － △1,490 － △1,490

　当期純損失 － － △9,353 － △9,353

　自己株式の取得 － － － △3,895 △3,895

　自己株式の処分 － － △0 0 0

連結子会社増加に伴う利益剰

余金減少高
－ － △148 － △148

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 － － △10,992 △3,894 △14,887

平成20年12月20日　残高 11,218 11,240 5,517 △7,177 20,799

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

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 － － － － － △1,490

　当期純損失 － － － － － △9,353

　自己株式の取得 － － － － － △3,895

　自己株式の処分 － － － － － 0

連結子会社増加に伴う利益剰

余金減少高
－ － － － － △148

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額(純額)
△104 △10,218 △35 △10,358 △15 △10,374

連結会計年度中の変動額合計 △104 △10,218 △35 △10,358 △15 △25,261

平成20年12月20日　残高 122 △10,966 △31 △10,875 1 9,924
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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 当連結会計年度

(自　平成18年12月21日 (自　平成19年12月21日

至　平成19年12月20日) 至　平成20年12月20日)

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（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損失 △3,395 △7,143

　２　減価償却費 552 634

　３　のれん償却額 37 39

　４　貸倒引当金の増加額 130 44

　５  退職給付引当金の減少額 △77 △81

　６　返品調整引当金増減額 29 △320

　７　返品破損引当金減少額 △37 △28

　８　利息返還補償引当金減少額 △69 △14

　９　事業整理損失引当金増加額 － 1,139

　10　受取利息及び受取配当金 △88 △35

　11　支払利息 55 68

　12　固定資産除売却損益 307 50

　13　為替予約等評価損 1,424 －

　14　持分法による投資利益 － △1,206

　15　持分法による投資損失 2,365 －

　16　事業譲渡益 － △40

　17　未請求債務取崩益 △205 －

　18　投資有価証券評価損 79 606

  19　事業再構築損失 1,205 －

　20　投資有価証券売却損益 △93 0

　21　持分変動利益 △81 △13

　22　為替予約等解約損 － 4,985

　23　事業撤退損 － 2,332

　24　売上債権の増加額 △281 △752

　25　たな卸資産の増加額 △170 △997

　26　仕入債務の減少額 △2,365 △920

　27　その他 △2,088 △2,613

小計 △2,764 △4,266

　28　利息及び配当の受取額 86 20

　29　利息の支払額 △52 △65

　30　為替予約等解約による支出 － △2,558

　31　法人税等の還付額 － 136

　32　法人税等の支払額 △2,062 △74

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,792 △6,808
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前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成18年12月21日 (自　平成19年12月21日

至　平成19年12月20日) 至　平成20年12月20日)

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円）

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 △1,629 △1,885

　２　固定資産の売却による収入 32 19

　３　投資有価証券の取得による支出 △1,301 △51

　４　投資有価証券の売却による収入 649 53

　５　貸付による支出 △445 △460

　６　貸付金の回収による収入 19 1

　７　子会社株式の取得による支出 △200 △72

　８　新規連結子会社株式の取得による

収入
※１ 188 297

　９　事業譲受による支出 ※２ △2,473 －

　10　事業譲渡による収入  － 142

　11　その他 △5 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,165 △1,950

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   
　１　短期借入金の増減額 － 14,400

　２　長期借入の返済による支出 △1,131 △1,661

　３　社債の償還による支出 △500 －

　４　少数株主からの払込による収入 57 －

　５　株式の発行による収入 7,105 －

　６　株式の発行による支出 △37 －

　７　自己株式の取得による支出 △1 △3,895

　８　自己株式の売却による収入 5 0

　９　配当金の支払額 △1,125 △1,490

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,373 7,353

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △28 △58

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △5,612 △1,463

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高 12,592 6,924

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物

の増加額
－ 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 －

Ⅸ　現金及び現金同等物期末残高  ※３ 6,924 5,607
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　該当事項はありません。

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18年12月21日
至　平成19年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20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

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。

　 

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　　　　　　　　　　　　　13社

主要な連結子会社の名称

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

株式会社暮らしのデザイン

ｎインシュアランスサービス株式会社

株式会社ニッセンプレミアム

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、当連結会計年度よ

り連結子会社としております。

　また、株式会社ニッセンプレミアムについては、

当社の連結子会社である株式会社ニッセンの現販

事業部門を承継し新設分割により会社設立したた

め、株式会社暮らしのデザインについては、新た

に株式を取得したため、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

（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。　

 

（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。　
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20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

株式会社シェアード・ウィン

株式会社ＡＬＢＥＲＴ

株式会社InfoDeliver

　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

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 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

株式会社暮らしのデザイン ３月31日

ｎインシュアランスサービス株式会社 12月20日

株式会社ニッセンプレミアム 12月20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
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20年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。ただし、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。

　連結財務諸表の作成に当たっては、株式会社葡萄ラ

ボと株式会社暮らしのデザインについて、それぞれ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。ただし、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。

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

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

(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（附属設備を除く）

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（附属設備を除く）

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

　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　　　　　　５～７年

工具器具及び備品　　　　　　　２～20年

建物及び構築物　　　　　　　　２～50年

機械装置及び運搬具　　　　　　５～17年

工具器具及び備品　　　　　　　２～20年
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

　────── 　　　　　(追加情報)　

　当連結会計年度から、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

(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) 　　　　　　　────── 

(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

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。

②　返品調整引当金

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。

③　返品破損引当金

同左

④　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。

④　利息返還補償引当金

同左
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

⑤　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　　　　　　　────── 

⑥　　　　　　　────── ⑥　事業整理損失引当金

　関係会社での事業整理による損失に備えるため、

今後発生することとなる損失見込額を計上しており

ます。

（追加情報）

　株式会社ニッセンプレミアムの事業環境が変化し

たことに伴い、当連結会計年度において同社の催事

販売事業から撤退することを決定したため、事業整

理損失引当金を計上しております。

(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

　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。

(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

(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

(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

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
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

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

(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

　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　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。ただし、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

７　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。

７　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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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

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

 （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。 

 ──────

表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

（連結損益計算書） 

　前連結会計年度まで特別利益の「その他」に含めて表示

しておりました「持分変動利益」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、前連結会計年度における「持分変動利益」の金額

は７百万円であります。

──────

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

　営業活動によるキャッシュ・フローの「持分変動利益」

は、前連結会計年度まで「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区分掲記しておりま

す。

　なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「持

分変動利益」は７百万円であります。 

──────

（開示の省略）

　リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等

に関する注記事項については、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。

　

株式会社ニッセンホールディングス (8248) 平成 20 年 12 月期決算短信

－ 27 －



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年12月20日）

当連結会計年度
（平成20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） 4,005百万円

投資有価証券（出資金） 30百万円

その他（社債） 1百万円

投資有価証券（株式） 4,965百万円

その他（社債） 1百万円

２ 保証債務 ２ 保証債務

　当社グループ従業員の金融機関からの借入に対す

る保証予約

　　　　　　　　　　　　　　　    　  61百万円

　当社グループ従業員の金融機関からの借入に対す

る保証予約

　　　　　　　　　　　　　　　    　  47百万円

  ３ 当座貸越契約及びコミットメントライン契約   ３ 当座貸越契約及びコミットメントライン契約

　当社及び連結子会社（株式会社オリエンタルダ

イヤモンド）においては、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
31,250百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 26,250百万円

内訳

当座貸越極度額

総額 16,250百万円

借入実行残高 － 

差引額 16,250百万円

  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 5,000百万円

差引額 －百万円

　当社及び連結子会社（株式会社オリエンタルダ

イヤモンド）においては、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
31,250百万円

借入実行残高 19,400百万円

差引額 11,850百万円

内訳

当座貸越極度額

総額 16,250百万円

借入実行残高 4,400百万円

差引額 11,850百万円

  コミットメントライン

総額 10,000百万円

借入実行残高 10,000百万円

差引額 －百万円

タームローン

総額 5,000百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 －百万円
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前連結会計年度
（平成19年12月20日）

当連結会計年度
（平成20年12月20日）

  
 

 
 

　なお、当連結会計年度においては為替予約の解

約や催事販売事業からの撤退などの一過性の要因

により、当社で締結しているコミットメント契約

において、以下の財務制限条項に記載した①の要

件に抵触いたしました。

　ただし、主要な金融機関からは当該財務制限条

項への抵触を期限の利益喪失事由としない旨の承

諾を得ております。

（本契約における財務制限条項）

　① 各年度の決算期の末日における単体及び連結

の貸借対照表における資本の部の合計を当該決算

期の直前の決算期の末日又は平成16年12月期の末

日のいずれか大きい方の75％以上に維持するこ

と。

　② 各年度の決算期における単体及び連結の損益

計算書における経常損益を２期連続で損失としな

いこと。
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

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

 工具器具及び備品 0百万円

計 0百万円

 機械装置及び運搬具 1百万円

工具器具及び備品 0百万円

計 2百万円

※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 65百万円 

工具器具及び備品 11百万円

ソフトウェア 222百万円

計 299百万円

建物及び構築物 36百万円 

工具器具及び備品 5百万円

ソフトウェア 5百万円

計 47百万円

固定資産売却損 固定資産売却損

建物及び構築物 1百万円 

工具器具及び備品 0百万円

土地 6百万円

計 8百万円

建物及び構築物 5百万円 

機械装置及び運搬具 0百万円

工具器具及び備品 0百万円

計 5百万円

※３ 事業再構築損失の内訳は、次のとおりであります。

（現販事業に係るもの）   

店舗統廃合に係る費用 799百万円 

希望退職に伴う特別退職金・再

就職支援費用等 405百万円

計 1,205百万円

※３ 　　　　　　　　──────

※４ 　　　　　　　　　────── ※４ 事業撤退損の内訳は、次のとおりであります。 

（現販事業に係るもの）   

撤退事業就業者の退職に伴う特別退職

金・再就職支援費用等 1,214百万円

事業終息に伴うコンプライアンス遵守

のための顧客対応費用等 106百万円

事業終息に伴う取引先補償費用等 140百万円

事業終息に伴う店舗閉鎖費用、資産処

分費用等 842百万円

撤退事業に関するアフターサービスコ

スト 26百万円

計 2,332百万円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

発行済株式

普通株式 54,306,332株  9,110,000株 － 63,416,332株

合計 54,306,332株 9,110,000株 － 63,416,332株

自己株式

普通株式　(注) 2,599,312株 1,573株 7,500株 2,593,385株

合計 2,599,312株 　1,573株 7,500株 2,593,385株

(注)１　普通株式の発行済株式総数の増加9,110,000株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。

　　２　普通株式の自己株式の増加1,573株は、単元未満株式の買取による増加であります。

　　３　普通株式の自己株式の減少7,500株は、ストック・オプションの権利行使による減少であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

  　該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成19年３月14日

定時株主総会
普通株式 517百万円 10.00円 平成18年12月20日 平成19年３月15日

平成19年７月27日

取締役会
普通株式 608百万円 10.00円 平成19年６月20日 平成19年９月10日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成20年３月18日

定時株主総会
普通株式 790百万円 利益剰余金 13.00円 平成19年12月20日 平成20年３月19日
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当連結会計年度（自　平成19年12月21日　至　平成20年12月20日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

発行済株式

普通株式 63,416,332株 －株 　－株 63,416,332株

合計 63,416,332株 －株 　－株 63,416,332株

自己株式

普通株式　(注) 2,593,385株 10,033,420株 104株 12,626,701株

合計 2,593,385株 10,033,420株 104株 12,626,701株

(注)１　普通株式の自己株式の増加10,033,420株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加10,032,500

株、単元未満株式の買取による増加920株であります。

　　２　普通株式の自己株式の減少104株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

  　該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成20年３月18日

定時株主総会
普通株式 790百万円 13.00円 平成19年12月20日 平成20年３月19日

平成20年７月28日

取締役会
普通株式 699百万円 11.50円 平成20年６月20日 平成20年９月９日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成21年３月18日

定時株主総会
普通株式 584百万円 利益剰余金 11.50円 平成20年12月20日 平成21年３月19日
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（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18年12月21日
至　平成19年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

※１ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

 株式の取得により新たに連結したことに伴う連

結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得

価額と取得による収入(純額)との関係は次のとお

りであります。

(１)株式会社オリエンタルダイヤモンド

流動資産 1,600百万円

固定負債 △1,500百万円

株式会社オリエンタルダイヤ

モンドの株式取得価額 100百万円

株式会社オリエンタルダイヤ

モンドの現金及び現金同等物 287百万円

差引：取得による収入 187百万円

 (２)株式会社葡萄ラボ

流動資産 113百万円

固定資産 9百万円

のれん 177百万円

流動負債 △272百万円

株式会社葡萄ラボの株式取得

価額 28百万円

株式会社葡萄ラボの現金及び

現金同等物 29百万円

差引：取得による収入 0百万円

※１ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

 株式の取得により新たに連結したことに伴う連

結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得

価額と取得による収入(純額)との関係は次のとお

りであります。

   株式会社暮らしのデザイン

流動資産 395百万円

固定資産 76百万円

のれん 168百万円

流動負債 △749百万円

固定負債 △58百万円

株式会社暮らしのデザインの

株式取得価額 △168百万円

株式会社暮らしのデザインの

現金及び現金同等物 △129百万円

差引：取得による収入 297百万円

※２ 事業譲受により増加した資産及び負債の主な内訳

 当連結会計年度に株式会社オリエンタルダイヤ

モンドとその子会社である株式会社トレセンテよ

り譲り受けた資産及び負債の内訳並びに事業譲受

価額と事業譲受による支出との関係は次のとおり

であります。

流動資産 1,712百万円

固定資産 761百万円

のれん 150百万円

流動負債 △2百万円

事業譲受価額 2,621百万円

株式会社トレセンテの現金及

び現金同等物 147百万円

差引：事業譲受による支出 2,473百万円

※２ 　　　　　　　　　　──────

※３ 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

※３ 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 6,939百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△15百万円

現金及び現金同等物 6,924百万円

現金及び預金勘定 5,617百万円

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 5,607百万円
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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）

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 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

２　資産、減価償却費及び資本的　

支出

資産 45,334 11,011 56,345 16,025 72,371

減価償却費 84 90 174 377 552

資本的支出 46 68 115 2,194 2,310

（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。

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16,025百万円であり、その主なものは連結財務

諸表提出会社の余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及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、長期前払費用及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19年12月21日　至　平成20年12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）

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 138,176 958 16,354 155,489 － 155,489

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 138,176 958 16,354 155,489 － 155,489

営業費用 131,640 562 18,065 150,268 2,169 152,437

   営業利益又は営業損失（△） 6,536 395 △1,711 5,220 (2,169) 3,051

営業外損益 △1,733 1,168 △236 △801 (7) △809

経常利益又は経常損失（△） 4,802 1,564 △1,947 4,419 (2,177) 2,242

２　資産、減価償却費及び資本

的支出

資産 49,531 3,739 6,992 60,264 9,732 69,996

減価償却費 132 1 57 191 443 634

資本的支出 371 9 144 525 1,300 1,825

（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……インターネット・カタログ等を媒体とする通信販売事業

(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……店舗販売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2,169百万円であり、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9,732百万円であり、その主なものは連結財務

諸表提出会社の余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及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、長期前払費用及びその償却額を含めております。

　　　６　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、当連結会計年度より

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125百万円、経常利益は1,294

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125百万円、経常利益は1,294百万円増加して

おります。

(2)当連結会計年度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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(3)前連結会計年度のセグメント情報を、当連結会計年度において用いた事業区分に組替えると次のとおりであ

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）

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 130,304 178 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 130,304 178 22,515 152,997 － 152,997

営業費用 122,079 50 23,527 145,657 2,831 148,488

営業利益又は営業損失（△） 8,224 128 △1,012 7,340 (2,831) 4,508

営業外損益 △3,945 △2,225 △283 △6,453 (78) △6,531

経常利益又は経常損失（△） 4,279 △2,097 △1,296 886 (2,909) △2,022

 

ｂ．所在地別セグメント情報

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及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19年12月21日　至　平成20年12月20日）

　全セグメントの売上高の合計及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。

当連結会計年度（自　平成19年12月21日　至　平成20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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（企業結合等関係）

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．パーチェス法適用関係

 (1) 企業結合の概要

被取得企業の名称 株式会社オリエンタルダイヤモンド

事業の内容 
ダイヤモンドの裸石の仕入・卸、及びジュエリーの企画・開発・製

造・卸・小売  

企業結合を行なった主な理由

事業譲受により、ルースダイヤモンドの調達・販売、ジュエリー製品

の製造から販売までを一貫で行える体制を整え、ジュエリー事業の強

化を図っていくとともに、株式会社オリエンタルダイヤモンド及び株

式会社トレセンテが保有するジュエリーブランドを更に発展させるこ

とにより、一層の企業価値の向上が期待できると判断したことによる

ものであります。

企業結合日 平成19年４月１日

企業結合の法的形式 当社子会社による事業譲受

 (2) 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

　被取得企業である株式会社オリエンタルダイヤモンドの当連結会計年度における業績については、平成19年

３月31日をみなし取得日とし、当該子会社の決算日と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。ただし、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。

 (3) 取得した事業の取得原価及びその内訳

事業譲受に要した額 2,541 百万円

取得に直接要した費用の額 80 百万円 

取得原価 2,621 百万円 

支出した金額については、全て現金で支出しております。

 (4) 発生したのれんの金額等

①のれんの金額　　　  　   197  百万円

②発生原因

　今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発生したものであります。

③償却方法及び償却期間

　５年間で均等償却しております。

 (5) 企業結合日に受け入れた資産及び負債の額並びにその主な内訳

流動資産 1,699 百万円 

固定資産 726 百万円 

資産計 2,425 百万円 

流動負債 2 百万円 

固定負債  ― 百万円

負債計 2 百万円 

 (6) 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす

　 　影響の概算額

  概算額の算定が困難であり試算しておりません。なお、当該注記情報については、監査証明を受けておりま

せん。
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２．共通支配下の取引等

(1) 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後の名称並びに取

引の目的を含む取引の概要

結合当事企業又は対象となっ

た事業の名称及びその事業の

内容

株式会社ニッセンホールディングス（旧会社名　株式会社ニッセン）

が営んでいた通販事業及び現販事業等

企業結合の法的形式 分社型新設分割

結合後企業の名称 株式会社ニッセン

取引の目的を含む取引の概要

当社は、グループの中期経営ビジョンとして、１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お

ります。この目標を達成するために、グループ成長戦略の強化、コー

ポレートガバナンスの強化、マネジメント人材の強化を目的とした純

粋持株会社体制への移行を行うことといたしました。この会社分割に

より当社が分割前に営んでいた通販事業及び現販事業等を新設分割設

立会社の株式会社ニッセンに承継いたしました。

 (2) 実施した会計処理の概要

　本会社分割は、「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「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　最終改正平成18年12月22日）

に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。

当連結会計年度（自　平成19年12月21日　至　平成20年12月20日）

  共通支配下の取引等

(1) 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並び

に取引の目的を含む取引の概要

結合当事企業又は対象となっ

た事業の名称及びその事業の

内容

当社の連結子会社である株式会社ニッセンが営んでいた現販事業

企業結合の法的形式
株式会社ニッセンを分割会社、新設する株式会社ニッセンプレミアム

を承継会社とする分社型新設分割

結合後企業の名称 株式会社ニッセンプレミアム

取引の目的を含む取引の概要

当社は、グループ経営ビジョンとして、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おります。

このビジョン実現に向けたビジネスドメイン戦略に基づき、主力事業

会社である株式会社ニッセンから現販事業部門を分社化することで、

グループ組織構造の最適化、独立事業としての経営基盤強化、現販事

業改革の加速、社員意識の変革及び組織・人材の活性化を目指してま

いります。この会社分割により当社の連結子会社である株式会社ニッ

センが分割前に営んでいた現販事業を新設分割設立会社の株式会社ニッ

センプレミアムに承継させております。

 (2) 実施した会計処理の概要

　本会社分割は、「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「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　最終改正平成19年11月15日）

に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。
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（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

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。

１株当たり純資産額    195円38銭

１株当たり当期純損失    157円58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、１株当たり当期純損失であり、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。

（注）算定上の基礎

　１．１株当たり純資産額の算定上の基礎

 
前連結会計年度末

（平成19年12月20日）
当連結会計年度末

（平成20年12月20日）

 連結貸借対照表の純資産の部の合計額 35,186百万円       9,924百万円

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当

連結会計年度末の純資産額との差額

16百万円   1百万円

（うち少数株主持分） （16百万円） （1百万円） 

普通株式に係る純資産額 35,169百万円       9,923百万円

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

普通株式の自己株式数 2,593,385株          12,626,701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 
60,822,947株           50,789,631株

 

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

 
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）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

１株当たり当期純損失   

当期純損失 3,144百万円 9,353百万円

普通株主に帰属しない金額 － 　－

普通株式に係る当期純損失 3,144百万円 9,353百万円

普通株式の期中平均株式数 59,300,666株           59,360,160株

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

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）

提出会社の新株予約権５種類 

（新株予約権の数 28,069個）

連結子会社の新株予約権１種類

（新株予約権の数　1,900個）
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（重要な後発事象）

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）

──────

当連結会計年度

（自　平成19年12月21日

至　平成20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

 　　　　　 当連結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、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

　 通販事業 138,176 106.0

 　金融事業 958 536.8

 　現販事業 16,354 72.6

合計 155,489 101.6

　　（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　　２　当連結会計年度より、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．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、前連結会計年度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。　　　　　　　

 

　（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、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

　 通販事業 67,867 108.6

 　現販事業 7,723 74.3

合計 75,591 103.7

　　（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．個別財務諸表
(1）貸借対照表

第38期
（平成19年12月20日）

第39期
（平成20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
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 752 1,612

２　未収入金 106 －

３　関係会社短期貸付金 ※１ 1,992 2,497

４　関係会社未収入金 ※１ 579 885

５　関係会社立替金 ※１ 31 －

６　繰延税金資産 16 －

７  その他 744 475

　　　貸倒引当金 △251 △189

流動資産合計 3,971 9.2 5,280 11.8

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1）建物 2,612 4,812

減価償却累計額 1,631 980 1,721 3,091

(2）構築物 59 79

減価償却累計額 47 12 50 29

(3）機械及び装置 － 44

減価償却累計額 － － 1 42

(4）車輌及び運搬具 38 32

減価償却累計額 19 19 21 10

(5）工具器具及び備品 2,557 2,669

減価償却累計額 1,838 719 1,990 679

(6）土地 1,768 1,769

(7）建設仮勘定 1,344 0

有形固定資産合計 4,844 11.2 5,623 12.5

２　無形固定資産 270 0.6 238 0.5

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 2,198 1,546

(2）関係会社株式 21,788 21,728

(3) 関係会社長期貸付金 ※１ 7,362 10,945

(4）破産更生債権等 2 －

(5）繰延税金資産 2,525 2,561

(6）その他 359 277

　　　 貸倒引当金 △83 △3,301

投資その他の資産合計 34,154 79.0 33,758 75.2

固定資産合計 39,269 90.8 39,620 88.2

資産合計 43,240 100.0 44,901 100.0
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第38期
（平成19年12月20日）

第39期
（平成20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
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　支払手形  7 8

２　短期借入金 ※２ 633 14,655

３　一年以内返済予定長期借
入金

　 1,660 1,660

４　未払金 ※２ 1,012 570

５　未払費用 39 100

６　未払法人税等 － 293

７　預り金 15 －

８　設備関係支払手形  － 492

９　設備関係未払金 751 139

10　その他 8 30

流動負債合計 4,127 9.5 17,950 40.0

Ⅱ　固定負債

１　長期借入金  2,510 850

２　関係会社事業損失引当金 － 1,231

固定負債合計 2,510 5.8 2,081 4.6

負債合計 6,637 15.3 20,032 44.6

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   11,218 26.0  11,218 25.0

２　資本剰余金        

(1) 資本準備金  11,260   11,260   

資本剰余金合計   11,260 26.1  11,260 25.1

３　利益剰余金        

(1) 利益準備金  256   256   

(2) その他利益剰余金        

別途積立金  17,300   16,509   

繰越利益剰余金  △376   △7,320   

利益剰余金合計   17,180 39.7  9,445 21.0

４　自己株式   △3,282 △7.6  △7,177 △16.0

株主資本合計   36,376 84.2  24,747 55.1

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額
金

  226 0.5  122 0.3

評価・換算差額等合計   226 0.5  122 0.3

純資産合計   36,603 84.7  24,869 55.4

負債純資産合計   43,240 100.0  44,901 100.0
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(2）損益計算書

第38期
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

第39期
（自　平成19年12月21日
至　平成20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
（％）

Ⅰ　売上高

１　関係会社配当収入 ※1,3 41 38

２　業務受託手数料収入 ※1,3 2,445 4,920

３　一般売上高 72,513 －

４　その他の営業収入 ※３ 4,563 79,564 100.0 385 5,344 100.0

Ⅱ　売上原価

１　商品期首たな卸高 13,456 －

２　当期商品仕入高 34,842 －

合計 48,299 －

３　他勘定振替高 ※２ 1,457 －

４　会社分割に伴う減少高 12,328 －

５　業務受託手数料収入原価 ※１ 1,517 3,079

６　その他の営業収入原価 5 36,036 45.3 25 3,104 58.1

売上総利益 43,527 54.7 2,239 41.9

返品調整引当金繰入額 545 0.7 － －

返品調整引当金戻入額 △556 △0.7 － －

差引売上総利益 43,538 54.7 2,239 41.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１　広告宣伝費 12,307 187

２　運賃荷造費 162 －

３　販売促進費 3,866 －

４　貸倒引当金繰入額 333 56

５　給料 6,369 581

６　賞与 1,201 75

７　福利厚生費 1,032 91

８　通信費 539 －

９　賃借料 855 －

10　保管・倉庫料 96 －

11　租税公課 － 128

12　減価償却費 359 65

13　電算費 － 121

14　手数料 12,727 507

15　その他 1,384 41,237 51.8 201 2,016 37.7

営業利益 2,301 2.9 223 4.2

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 ※３ 87 101

２　受取配当金  55 23

３　受取手数料 ※３ 99 7

４　為替予約等評価益  1,009 －

５　雑収入 ※３ 153 1,404 1.8 36 168 3.1
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第38期
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

第39期
（自　平成19年12月21日
至　平成20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
（％）

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 59 72

２　株式交付費償却 37 －

３　商品評価損 ※２ 1,457 －

４　為替差損 8 1

５　貸倒引当金繰入額 328 773

６　返品破損引当金繰入額 5 －

７　利息返還補償引当金繰入
額 

3 －

８　雑損失 130 2,031 2.6 78 926 17.3

経常利益又は経常損失
（△）

1,674 2.1 △534 △10.0

Ⅵ　特別利益

１　固定資産売却益 ※４ 0 0

２　投資有価証券売却益 103 103 0.1 0 0 0.0

Ⅶ　特別損失

１　固定資産売却損 ※５ 7 －

２　固定資産除却損 ※６ 137 3

３　投資有価証券売却損  9 －

４　投資有価証券評価損  78 570

５　関係会社株式評価損  90 143

６　事業再構築損失 ※７ 1,509 －

７　関係会社事業整理損失 ※８ － 1,835 2.3 4,612 5,329 99.7

税引前当期純損失 56 △0.1 5,863 △109.7

法人税、住民税及び事業
税

842 266

過年度法人税等 － 87

法人税等調整額 △824 18 0.0 27 381 7.1

当期純損失 75 △0.1 6,244 △116.8
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度　(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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当事業年度　(自　平成19年12月21日　至　平成20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19年12月20日　残高 11,218 11,260 11,260 256 17,300 △376 17,180 △3,282 36,376

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △1,490 △1,490 － △1,490

当期純損失 － － － － － △6,244 △6,244 － △6,244

別途積立金の取崩 － － － － △790 790 － － －

自己株式の取得 － － － － － － － △3,895 △3,895

自己株式の処分 － － － － － △0 △0 0 0

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 － － － － △790 △6,943 △7,734 △3,894 △11,629

平成20年12月20日　残高 11,218 11,260 11,260 256 16,509 △7,320 9,445 △7,177 24,747

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

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 － － △1,490

　当期純損失 － － △6,244

　別途積立金の取崩 － － －

　自己株式の取得 － － △3,895

　自己株式の処分 － － 0

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額(純額)
△104 △104 △104

事業年度中の変動額合計 △104 △104 △11,734

平成20年12月20日　残高 122 122 24,869
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　該当事項はありません。

重要な会計方針

第38期
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

第39期
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

１　有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

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）

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　デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

２　　　　　　　　 ────── 

３　たな卸資産（商品）の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法

３　　　　　　　　 ────── 

４　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

建物（附属設備を除く）

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

４　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

建物（附属設備を除く）

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

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。

建物　　　　　　　　　　　　　２～49年

建物附属設備　　　　　　　　　２～15年

 

　　　　────── 

建物　　　　　　　　　　　　　２～50年

建物附属設備　　　　　　　　　３～20年

工具器具及び備品　　　　　　　２～15年

（追加情報)

　当事業年度から、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

到達した事業年度の翌事業年度より、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
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第38期
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

第39期
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

５　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。

５　　　　　　　　 ────── 

 

 

６　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。

６　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）返品調整引当金

　当事業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。  

(2）　　　　　　　────── 

 

(3）返品破損引当金

  当事業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。

(3）　　　　　　　────── 　

 

(4）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、当事業年

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。

(4）　　　　　　　────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5）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、

当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、

当事業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）　　　　　　　────── 

 

(6）　　　　　　　────── (6）関係会社事業損失引当金

　関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社の財

政状態等を勘案し、当事業年度末における損失負担見

込額を計上しております。

（追加情報）

　当事業年度末において、関係会社の事業の損失に備

える必要が生じたため、損失負担見込額を計上してお

ります。
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第38期
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

第39期
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

７　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・リース取引については、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。

７　リース取引の処理方法

同左

８　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。

８　　　　　　　　　────── 

 

 

(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

 

 

(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。

 

(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、当事業

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。

 

９　その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

　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。

９　その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

同左
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会計処理方法の変更

第38期
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

第39期
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

（有形固定資産の減価償却方法）

　当事業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）

　当事業年度より「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。

 

　　　　　　　　　　────── 

表示方法の変更

第38期
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

第39期
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

(貸借対照表）

１．前事業年度まで独立科目で掲記していた「前払費　

用」（当事業年度68百万円）は金額的重要性が低くなっ

たため、流動資産の「その他」に含めて表示することに

変更いたしました。

 

２．前事業年度まで独立科目で掲記していた「長期前払

　費用」（当事業年度17百万円）及び「差入保証金」

　（当事業年度113百万円）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

　ることに変更いたしました。

(貸借対照表）

１．前事業年度まで独立科目で掲記していた「未収入

　金」（当事業年度１百万円）及び「関係会社立替金」

　（当事業年度７百万円）は金額的重要性が低くなった

　ため、流動資産の「その他」に含めて表示することに

　変更いたしました。　　　　　　　

２．前事業年度まで独立科目で掲記していた「預り金」

　（当事業年度26百万円）は金額的重要性が低くなっ

　たため、流動負債の「その他」に含めて表示すること

　に変更いたしました。　　　　　　　

　   　　　　　　　　────── (損益計算書)　

１．前事業年度まで独立科目で掲記していた「通信費」

　（当事業年度12百万円）及び「賃借料」（当事業年度

  10百万円）は金額的重要性が低くなったため、販売費

　及び一般管理費の「その他」に含めて表示することに

　変更いたしました。　　　　　　　

２．前事業年度まで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「電算費」及び「租税公

　課」は、販売費及び一般管理費の総額の100分の５を超

　えたため区分掲記しております。

　　なお、前事業年度の「電算費」の金額は65百万円、

　「租税公課」の金額は197百万円であります。

　　　　　　

株式会社ニッセンホールディングス (8248) 平成 20 年 12 月期決算短信

－ 51 －



注記事項

（貸借対照表関係）

第38期
（平成19年12月20日）

第39期
（平成20年12月20日）

※１ 関係会社に対する資産 ※１ 関係会社に対する資産

短期貸付金 1,992百万円

長期貸付金 7,362百万円

未収入金 579百万円

立替金 31百万円

短期貸付金 2,497百万円

長期貸付金 10,945百万円

未収入金 885百万円

※２ 関係会社に対する負債 ※２ 関係会社に対する負債

短期借入金 633百万円

未払金 486百万円

短期借入金 255百万円

未払金 23百万円

　３ 保証債務

　当社グループ従業員の金融機関からの借入に対す

る保証予約　　　　　　　　　　　　61百万円

　下記連結子会社と金融機関との取引に係る債務保

証

スパーク・エース・リミテッド 558百万円

株式会社ニッセン 100百万円

　下記連結子会社の支払債務に対する債務保証

株式会社ニッセン 5,540百万円

　３ 保証債務

　当社グループ従業員の金融機関からの借入に対す

る保証予約　　　　　　　　　　　　 47百万円

　下記連結子会社と金融機関との取引に係る債務保

証

スパーク・エース・リミテッド 378百万円

株式会社ニッセン 5,744百万円

　下記連結子会社の支払債務に対する債務保証

株式会社ニッセン 4,332百万円

　４ 当座貸越契約及びコミットメントライン契約 　４ 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

づく当事業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
31,150百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 26,150百万円

内訳

当座貸越極度額

総額 16,150百万円

借入実行残高 － 

差引額 16,150百万円

  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 5,000百万円

差引額 －百万円

　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

づく当事業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
31,150百万円

借入実行残高 19,400百万円

差引額 11,750百万円

内訳

当座貸越極度額

総額 16,150百万円

借入実行残高 4,400百万円

差引額 11,750百万円

  コミットメントライン

総額 10,000百万円

借入実行残高 10,000百万円

差引額 －百万円

タームローン

総額 5,000百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 －百万円

株式会社ニッセンホールディングス (8248) 平成 20 年 12 月期決算短信

－ 52 －



第38期
（平成19年12月20日）

第39期
（平成20年12月20日）

 　なお、当事業年度においては為替予約の解約や

催事販売事業からの撤退などの一過性の要因によ

り、当社で締結しているコミットメント契約にお

いて、以下の財務制限条項に記載した①の要件に

抵触いたしました。

　ただし、主要な金融機関からは当該財務制限条

項への抵触を期限の利益喪失事由としない旨の承

諾を得ております。

（本契約における財務制限条項）

　① 各年度の決算期の末日における単体及び連結

の貸借対照表における資本の部の合計を当該決算

期の直前の決算期の末日又は平成16年12月期の末

日のいずれか大きい方の75％以上に維持するこ

と。

　② 各年度の決算期における単体及び連結の損益

計算書における経常損益を２期連続で損失としな

いこと。
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（損益計算書関係）

第38期
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

第39期
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

※１ 　当社は平成19年６月21日をもって純粋持株会社と

なったことに伴い、当事業年度より関係会社から業

務受託手数料収入及び配当金収入が生じております。

また、業務受託手数料収入に係る原価部分として業

務受託手数料収入原価が発生しております。

 

※１ 　 　　　　　　 ──────

※２ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 ※２   　　　　　　　──────

商品評価損 1,457百万円

※３ 関係会社との取引に係るものが、次のとおり含まれ

ております。

※３ 関係会社との取引に係るものが、次のとおり含まれ

ております。

受取利息 64百万円

雑収入 25百万円

業務受託手数料収入 4,918百万円

その他の営業収入 378百万円

関係会社配当収入 38百万円

受取利息 99百万円

受取手数料 3百万円

※４ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 ※４ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

工具器具及び備品 0百万円

計 0百万円

車輌及び運搬具 0百万円

計 0百万円

※５ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 ※５   　　　　　　　──────

建物 1百万円

工具器具及び備品 0百万円

土地 6百万円

計 7百万円

 ※６ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。  ※６ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 46百万円

工具器具及び備品 5百万円

構築物 1百万円

ソフトウェア 84百万円

計 137百万円

工具器具及び備品 3百万円

計 3百万円

※７ 事業再構築損失の内訳は、次のとおりであります。

（現販事業に係るもの）   

店舗統廃合に係る費用 1,025百万円 

希望退職に伴う特別退職金・再

就職支援費用等 484百万円

計 1,509百万円

※７  　　　　　　　　 ──────
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第38期
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

第39期
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

※８  　　　　　　　　 ────── ※８ 関係会社事業整理損失の内訳は、次のとおりであり

ます。

貸倒引当金繰入額 2,150百万円　

関係会社事業損失引当金繰入額 1,231百万円 

関係会社株式評価損 1,231百万円

計 4,612百万円

（株主資本等変動計算書関係）

 　前事業年度（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

   自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

 　 普通株式　(注） 　2,599,312株 　1,573株 　7,500株 2,593,385株

 　　合　計 　　2,599,312株 1,573株 　7,500株 　2,593,385株

 　　(注)１　普通株式の自己株式の株式数の増加1,573株は、単元未満株式の買取による増加であります。

 　　    ２　普通株式の自己株式の株式数の減少7,500株は、ストック・オプションの権利行使による減少であ

　　　　　 　ります。

 　当事業年度（自　平成19年12月21日　至　平成20年12月20日）

   自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

 　 普通株式　(注） 2,593,385株 10,033,420株 104株 12,626,701株

 　　合　計 2,593,385株 10,033,420株 104株 12,626,701株

 　　(注)１　普通株式の自己株式の株式数の増加10,033,420株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加

　　　　　　 10,032,500株、単元未満株式の買取りによる増加920株であります。

 　　    ２　普通株式の自己株式の株式数の減少104株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。
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７．その他
(1）役員の異動

①　代表者の異動

 　　 該当事項はありません。

②　その他の役員の異動

　      　当社は、平成21年３月18日開催予定の定時株主総会の承認をもって、下記のとおり役員の異動を行う予定で

　　　　あります。

     　補欠監査役候補

（非常勤）補欠監査役 川　添　進　一　郎

(注)補欠監査役候補者である川添進一郎氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
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