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ニッセングループの経営基本方針

グループ経営ビジョン

ニッセングループは、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ます。

グル プ基本戦略

理想のライフスタイルを提案する企業グル プを目指します。

グループ基本戦略
– データベースマーケティングをコアにしたグループ経営を推進する。

顧客デ タベ ス

n,ＢｔｏＢ

(広告事業)
n,プレミアム

(ブランド事業)
n,ビューティ

(化粧品通販)
ＤＢ獲得事業顧客データベース

■ ２５９６万人の顧客会員数

■ ７２７万人のインターネット会員数
新規事業群

Ｍ＆Ａ

（新規事業）
インターネット通販

n,ライフ

(保険事業)

ＤＢ獲得事業

ＤＢ活用事業

カタログ通販

n,シェイプ

(美容事業)

n,ファイナンス

(クレジット事業)

新規事業開発
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(美容事業)



ニッセングループの顧客会員数の推移

顧客会員数・購入客数推移 内、インターネット会員数・購入客数推移

会員数

会
員
数

購
入
客

会
員
数

会員数
購
入
客数

（万
人
）

客
数
（万
人
）

数
（万
人
）

客
数
（万
人
）

購入客数 購入客数

当社 大 経営資産 ある顧客会員数は ネ を主軸 調 拡大中

(予想) (予想)
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当社 大の経営資産である顧客会員数は、ネットを主軸にして順調に拡大中。
購入客数についても、会員数に比例する形で、中長期的に拡大傾向が続く。



ニッセングループの連結業績の推移

連結売上高・利益推移
経当

経

売上高

常
利
益

期
利
益

売
上
高
（億

経
常
利
益
・当

億
円
）

当
期
利
益
（億
円円
）

＝

業績頭打ち 経営改革期業績Ｖ字回復期

-100

(予想)

会員数・購入客数は拡大する一方で、DB活用事業（金融・現販）の経営環境変化
に対応するための構造改革により 年度には巨額の当期損失を計上

6

に対応するための構造改革により、08年度には巨額の当期損失を計上。
09年度には主力の通販においても、急激な消費市場低迷の影響を受け苦戦中。



直近の経営環境（小売市場）の変化

110% 110%

百貨店：品目別販売額前年比月次推移 スーパー：品目別販売額前年比月次推移

100%

105%

100%

105%

95%

100%

全体

95%

100%

全体

85%

90% 衣料品

飲食料品

家具

家庭用品
85%

90% 衣料品

飲食料品

家具

家庭用品

75%

80%

75%

80%

70%
6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月

70%
6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月

08年 09年 08年 09年

昨年来の消費低迷の傾向は小売市場全般で今年に入ってから一層厳しさを増して
おり 特に 家具等の耐久消費財及び シ ン衣料における買い控えの傾向が

・出所：総務省統計局ＨＰ（6月速報） http://www.stat.go.jp/data/getujidb/index.htm 
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おり、特に、家具等の耐久消費財及びファッション衣料における買い控えの傾向が
顕著に表れている。前年比での下げ幅については、4月以降やや回復の傾向。



直近の経営環境の変化及び基本戦略

＜直近の経営環境＞ ＜当社への影響＞ ＜基本戦略＞

カタログ販売効率の急激 カタログ発行部数の削減

顧客動向顧客動向
の変化の変化

消費動向の大幅な低迷

可処分所得減少に伴う低
価格志向が加速

消費選択眼の厳格化

カタログ販売効率の急激
な悪化

価格引下げ圧力の増加、
実販売単価の下落

カタログ発行部数の削減

圧倒的な低価格・高付加
価値商品の開発強化

インターネット経由での新の変化の変化 消費選択眼の厳格化

ネット利用が年々増加
インターネット・モバイル拡
大の絶好のチャンス

イ タ ネッ 経由 新
客獲得強化、ネット専用商
材の取り扱い規模の拡大

在庫処分 円高還元によ
素材共有化、工場集約化

競合環境競合環境
の変化の変化

在庫処分・円高還元によ
る大幅な値下げ合戦

インターネット勝ち組及び
新興企業との競合激化

他社への値下げ追随によ
る原価率の悪化

ブランドポジションの変化

戦略事業提携の重要性↑

素材共有化、 場集約化
等による更なる原価低減

戦略PR、マスマーケティン
グ戦略の高度化

戦略パ トナ シップの更業界再編の動きが加速
戦略事業提携の重要性↑ 戦略パートナーシップの更

なる推進

金融関連法改正が続々と
金融事業のビジネスモデ 金融事業構造改革の実施

その他その他
変化変化

金融関連法改正が続 と
施行（貸金業法・割販法）

機関投資家による投資選
択眼の厳格化

市場での資金調達が困難

金融事業のビジネスモデ
ル変革が短期間に必要

確実な成長プランの要求

資金調達手段の重要性↑

金融事業構造改革の実施

中期経営計画の年内策定

財務健全性の向上のため
の財務リストラの実施

昨年来の消費低迷の影響は、小売各社間の価格競争激化を招き、当社としても販
売効率が悪化し るカタ グ部数 絞り込 と 層 価格競争力 強化が求

市場での資金調達が困難
↑ 財 実
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売効率が悪化しているカタログ部数の絞り込みと、一層の価格競争力の強化が求
められている。一方で、インターネットへのチャネルシフトは将来の大きなチャンス。



ニッセングループの中期成長戦略の方向性

① カタログからインターネットへのシフト① カタログからインタ ネットへのシフト

② 通販プ イ リ ダ シ プ 挑戦② 通販プライスリーダーシップへの挑戦

③ 金融ビジネスの収益構造改革の推進

④ 戦略提携による企業価値向上

20122012年を 終年度とする中期経営計画年を 終年度とする中期経営計画

（成長戦略プラン）を今年度中に策定予定（成長戦略プラン）を今年度中に策定予定
9

（成長戦略プラン）を今年度中に策定予定（成長戦略プラン）を今年度中に策定予定
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20092009年年1212月期業績予想月期業績予想20092009年年1212月期業績予想月期業績予想

㈱㈱ニッセンホールディングスニッセンホールディングス㈱㈱ ッセンホ ルディングスッセンホ ルディングス

取締役取締役 執行役員執行役員 CFOCFO

筑紫筑紫 敏矢敏矢筑紫筑紫 敏矢敏矢



2009年第2四半期決算概要 連結Ｐ／Ｌ状況

09年2Q実績 前回発表2Q予想 （09/7/3付) 08年2Q実績

売上比 売上比 差異額 前回対比 売上比 増減額 前年対比

（単位：億円）

売上比 売上比 差異額 前回対比 売上比 増減額 前年対比

売上高 732.0 ― 732.1 ― △0.1 △0.0% 796.4 ― △64.4 △8.1%

営 益営業利益 5.3 0.7% 6.3 0.9% △1.0 △14.7% 19.5 2.5% △14.2 △72.5%

経常利益 8.1 1.1% 8.0 1.1% ＋0.1 ＋1.4% 7.7 1.0% ＋0.4 ＋4.0%

四半期純利益 △1.3 △0.2% △1.4 △0.2% ＋0.1 ― △10.7 △1.3% ＋9.4 ―

1株当り
半期純利益

△2.6 ― △2.8 ― △0.2 ― △17.6 ― +15.0 ―
四半期純利益（円）

△2.6 △2.8 △0.2 △17.6 15.0

自己資本利益率
（ROE）

△1.0% ― △1.0% ― ― ― △3.2% ― ― ―

売上高は、通販における消費低迷の影響及び現販の催事販売事業からの完全撤退等の影
響により、前年より約64億円の減収。

営業利益は 金融事業 現販事業において前年比で改善したものの 通販事業の商品評価損営業利益は、金融事業・現販事業において前年比で改善したものの、通販事業の商品評価損
の計上区分変更（次頁参照）及び在庫処分販売増加による顧客単価ダウンの影響等により、
前年より約14億円の減益。一方、経常利益は前年計上の長期為替評価損のマイナス影響が
払しょくされたこと等により 前年とほぼ同水準を維持
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払しょくされたこと等により、前年とほぼ同水準を維持。

純利益は、前年度の繰延税金資産取り崩しの影響が縮小した結果、前年比約9億円の改善。



2009年第2四半期決算概要 セグメント別業績

（単位：億円）

09年2Q実績 前回発表2Q予想 （09/7/3付) 08年第2Q実績

売上比 売上比 差異額 前回対比 売上比 増減額 前年対比

通
販
事

売上高 681.1 ― 681.3 ― △0.2 △0.0% 692.8 ― △11.7 △1.7%

営業利益 10.8 1.6% 11.8 1.7% △1.0 △8.0% 35.5 5.1% △24.7 △69.5%
事
業経常利益 12.8 1.9% 13.5 2.0% △0.7 △5.1% 15.4 2.2% △2.6 △16.9%

金
融

売上高 10.6 ― 10.2 ― ＋0.4 ＋4.6% 5.2 ― ＋5.4 ＋103.0%

融
事
業

営業利益 4.2 39.9% 4.0 39.2% ＋0.2 ＋6.4% 2.3 44.2% ＋1.9 ＋83.3%

経常利益 7.5 71.0% 6.5 63.7% ＋1.0 ＋16.4% 11.7 224.3% △4.2 △35.8%

売上高 42.3 ― 42.5 ― △0.2 △0.4% 98.4 ― △56.1 △57.0%
現
販
事
業

売上高

営業利益 0.3 0.7% 0.4 0.9% △0.1 ― △6.3 △6.4% ＋6.0 ―

経常利益 0.02 0.1% 0.1 0.2% △0.1 ― △7.5 △7.6% ＋7.5 ―

消
去･

全
社

売上高 △2.0 ― △1.9 ― △0.1 ― 0.0 ― △2.0 ―

営業利益 △10.0 ― △9.9 ― △0.1 ― △12.0 ― ＋2.0 ―

経常利益 △12 2 △12 1 △0 1 △11 9 △0 3経常利益 △12.2 ― △12.1 ― △0.1 ― △11.9 ― △0.3 ―

• 通販事業の商品評価損に関する計上区分変更の影響： 08年度第2四半期は商品評価損875百万円を営業外費用に計上。09年度
第2四半期は商品評価損の計上区分変更により、1,109百万円を売上原価に計上。

通販事業の時価会計適用為替予約の解約の影響 08年度第2四半期は時価会計為替予約等評価損1 205百万円を営業外費用と
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• 通販事業の時価会計適用為替予約の解約の影響： 08年度第2四半期は時価会計為替予約等評価損1,205百万円を営業外費用と
して計上。08年度期末時点でこれらの為替予約を全て解約したことにより、09年度はゼロ計上。

• 金融事業は、連結子会社のnｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｻｰﾋﾞｽ㈱および持分法適用関連会社のﾆｯｾﾝ･ｼﾞｰ･ｲｰ･ｸﾚｼﾞｯﾄ㈱で構成。



セグメント別業績振り返り（通販事業）

通販事業セグメントの売上・利益の状況

2Q売上高推移 2Q経常利益推移

（単位：億円）

655

692

Q売上高推移 2Q経常利益推移

681

ニッセン
Bt B他

関係会社

対売上比率
ニッセン

物販

BtoB他

・2007年度は金融事業分の売上を除外

消費低迷のなか、生活応援キャンペーンなどにより購入客数は前年を上回ったが、客

2009年度第2Qの業績振り返り

消費低迷のなか、生活応援キャン ンなどにより購入客数は前年を上回ったが、客
単価がダウンしたことにより売上は減収。

経常利益については、昨年度の為替評価損のマイナス影響が払しょくされたものの、売
上の減少と客単価悪化により カタログ費等の圧縮では吸収できず前年比で減益。
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上の減少と客単価悪化により、カタログ費等の圧縮では吸収できず前年比で減益。



セグメント別業績振り返り（金融事業）

金融事業セグメントの売上・利益の状況

2Q経常利益推移2Q売上高推移

（単位：億円）

Q経常利益推移Q売上高推移

・金融事業は、ｎインシュアランスサービス㈱ ＜nｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ＞およびニッセン・ジー・イー・クレジット㈱＜NGEC＞の持分法投資損益で構成。
NGECは当社の持分連結会社であり、当期利益の50%の計上

・07年の売上は 通販事業セグメントの手数料等の金融事業分の売上07年の売上は、通販事業セグメントの手数料等の金融事業分の売上

売上については、連結対象子会社のnインシュアランスの保険募集代理店事業が順調

2009年度第2Qの業績振り返り

売上については、連結対象子会社のnインシュアランスの保険募集代理店事業が順調
に拡大し、前年比200%の増収を実現。

経常利益については、NGECが貸金業法改正に向けた収益構造改革及び過払利息返
還の影響により第2四半期累計業績がマイナスとなったものの nインシュアランスの大
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還の影響により第2四半期累計業績がマイナスとなったものの、nインシュアランスの大
幅増益により、約7.5億円の経常利益を確保。



セグメント別業績振り返り（金融事業）

【参考】ニッセン・ジー・イー・クレジット㈱の状況（持分法適用関連会社）

2Q売上高推移

（単位：億円）

09年2Q業績Q売上高推移

売上高

営業利益

86.7

10 0

年 Q業績

営業利益

経常利益

税後利益

10.0

10.1

5.6

持分利益（上記50%） 2.8

【前年比増減要因】

貸倒引当率推移

【前年比増減要因】

●売上（△34億円）

貸金業法改正に合わせた与信厳格化によ

除く過払引当

貸金業法改正に合わせた与信厳格化によ
る残高減少及び貸出金利の低下により前期
比で大幅なダウン。

●貸倒関連費用（△12億円）除く過払引当

07 2Q末 08 2Q末 09 2Q末

●貸倒関連費用（△12億円）

債権ポートフォリオの品質良化による貸倒
抑制により貸倒費用は下がるものの、過払
利息返還が高止まり、売上減をカバーする
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07･2Q末 08･2Q末 09･2Q末 利息返還が高止まり、売上減をカバ する
十分な費用低減に至らず。



セグメント別業績振り返り（現販事業）

現販事業セグメントの売上・利益の状況

2Q売上高推移 2Q経常利益推移

（単位：億円）

114

98

Q売上高推移 2Q経常利益推移

イベント事業
（催事販売）

対売上比率

ブランド事業

・ブランド事業は、㈱ニッセンプレミアム、 ㈱オリエンタルダイヤモンド、 ㈱トレセンテ、㈱ニッセンシェイプファンデ等で構成。

昨年度において不採算のイベント事業（催事販売）から完全撤退、またブランド事業に

2009年度第2Qの業績振り返り

昨年度において不採算のイ ント事業（催事販売）から完全撤退、またブランド事業に
ついても、プレミアム商品市場の市況低迷の影響を受けて、前年比で大幅な売上ダウ
ンとなったため、現販事業セグメントの売上は半減。

不採算事業の撤退及びブランド事業でのコスト管理強化により 経常利益は昨年度の
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不採算事業の撤退及びブランド事業でのコスト管理強化により、経常利益は昨年度の
大幅な赤字から損益ゼロベースまで回復。



2009年度第2四半期決算概要 連結Ｂ／Ｓ状況

09年
2Q期末

08年期末 増 減 08年期末からの主な増減内容

（単位：億円）

2Q期末

流動資産 479.5 550.8 △71.3
現預金△5.7、受取手形・売掛金＋8.6、たな卸資産△20.3
未収入金△42.6、繰延税金資産△3.9

固定資産 146 4 149 0 △2 6 建物及び構築物△21 7 リース資産＋20 9固定資産 146.4 149.0 △2.6 建物及び構築物△21.7、リース資産＋20.9

資産合計 625.9 699.9 △74.0

流動負債 449.9 590.9 △141.0
支払手形・買掛金△34.8、短期借入金△19.8、未払金
△6 9 為替予約△71 2 事業整理損失引当金△5 2

流動負債 449.9 590.9 △141.0
△6.9、為替予約△71.2、事業整理損失引当金△5.2

固定負債 20.1 9.8 ＋10.3 リース債務＋18.9、長期借入金△8.5

負債合計 470.1 600.7 △130.6

株主資本 200.3 207.9 △7.6 利益剰余金△7.6

評価・換算差額等 △44.5 △108.7 △64.2 繰延ヘッジ損益＋62.9

少数株主持分 0.0 0.0 ―

純資産合計 155.8 99.2 ＋56.6

負債純資産合計 625 9 699 9 △74 0負債純資産合計 625.9 699.9 △74.0

総資産は、棚卸資産の減少（約20億円）及び債権回収期間の短縮化に伴う未収入
金の減少（約 億円）等により更に大幅に圧縮
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金の減少（約42億円）等により更に大幅に圧縮。
純資産は、為替予約に伴う繰延ヘッジ損益の改善（約63億円）により着実に回復。



2009年度第2四半期決算概要 連結Ｃ／Ｆ状況

09年2Q 09年2Qの主な内容 08年度

（単位：億円）

営業活動による
キャッシ フロ

10.2

税引前利益
事業整理損失引当金
売上債権の増減
たな卸資産の増減

5.1
△5.2 
△7.5
20 3

△68.0
キャッシュフロー たな卸資産の増減

仕入債務の増減
為替予約等解約による支出

20.3
△24.8
△9.8

固定資産取得による支出 △11 0
投資活動による
キャッシュフロー

19.7
固定資産取得による支出
固定資産売却による収入
投資有価証券売却による収入

△11.0
＋25.4
＋5.6

△19.5

財務活動による
キャッシュフロー

△34.7
短期借入金の増減
長期借入金の返済による支出
配当金の支払による支出

△20.0
△8.3
△5.8

73.5

現金及現金同等物の

期末残高
50.3 56.0

今期は大幅なキャッシュフロー改善に着手、営業CFは、在庫圧縮及び債権回収期
間短縮による未払金圧縮によりプラ に転換 投資 は グ プ資産効率 適
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間短縮による未払金圧縮によりプラスに転換、投資CFは、グループ資産効率 適
化に伴う固定資産一部売却等により20億の増加、この資金で借入金を28億返済。



2009年度通期連結業績予想

通期予想（7/3付) 4/27発表通期予想 08年通期実績

売上比 売上比 差異額 前回対比 売上比 増減額 前年対比

（単位：億円）

売上比 売上比 差異額 前回対比 売上比 増減額 前年対比

売上高 1,436.0 ― 1,567.0 ― △131.0 △8.4% 1,554.8 ― △118.8 △7.6%

営業利益 7 0 0 5% 34 0 2 2% △27 0 △79 4% 30 5 2 0% △23 5 △77 1%営業利益 7.0 0.5% 34.0 2.2% △27.0 △79.4% 30.5 2.0% △23.5 △77.1%

経常利益 18.0 1.3% 47.0 3.0% △29.0 △61.7% 22.4 1.4% △4.4 △19.7%

当期純利益 6.0 0.4% 39.0 2.5% △33.0 △84.6% △93.5 △6.0% ＋99.3 ―

1株当り
当期純利益（円）

11.8 ― 65.7 ― △53.9 ― △157.6 ― +169.4 ―

自己資本利益率
（ROE）

4.2% ― 27.3% ― ― ― △41.5% ― ― ―

売上高は 通販カタログ発行部数の大幅な絞り込み １客当たりの購入金額の減少 催事販売上高は、通販カタログ発行部数の大幅な絞り込み、１客当たりの購入金額の減少、催事販
売撤退等により、前回予想比約131億円、前年比約119億円の減少見込み。

経常利益は、通販売上減・原価率悪化の影響が響き、前回予想比約29億円の減少見込み。
方 前年比としては 金融事業の増益及び催事販売事業からの撤退に伴う赤字圧縮等の一方、前年比としては、金融事業の増益及び催事販売事業からの撤退に伴う赤字圧縮等の

プラス効果により、通販のマイナスを補い、前年並みの経常利益率を確保する見通し。

当期純利益は、上記理由により前回予想比で大幅減少となるものの、前年度の巨額赤字か
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当期純利 、 記 由 り前回予想比 大幅減少 なるも 、前年度 巨額赤字
ら回復し、連結ベースで 終黒字化の見通し。また、㈱ニッセンでの繰り延べ税金資産の一
部取り崩しが発生したため、当初見込みより税金費用が増加。



2009年度通期セグメント損益予想

通期予想(7/3付) 4/27発表通期予想 08年通期実績

（単位：億円）

売上比 売上比 差異額 前回対比 売上比 増減額 前年対比

通
販

売上高 1,338.0 ― 1,454.0 ― △116.0 △8.0% 1,381.7 ― △43.7 △3.2%

営業利益 20 0 1 5% 47 0 3 2% △27 0 △57 4% 65 3 4 7% △45 3 △69 4%販
事
業

営業利益 20.0 1.5% 47.0 3.2% △27.0 △57.4% 65.3 4.7% △45.3 △69.4%

経常利益 24.0 1.8% 51.5 3.5% △27.5 △53.4% 48.0 3.5% △24.0 △50.0%

金
売上高 20.0 ― 18.0 ― ＋2.0 ＋11.1% 9.5 ― ＋10.5 ＋108.7%

金
融
事
業

営業利益 7.0 35.0% 7.0 38.9% ±0.0 ±0.0% 3.9 41.3% ＋3.1 ＋76.9%

経常利益 18.0 90.0% 17.5 97.2% ＋0.5 ＋2.9% 15.6 163.3% ＋2.4 ＋15.0%

現
販
事
業

売上高 80.0 ― 95.0 ― △15.0 △15.8% 163.5 ― △83.5 △51.1%

営業利益 0.0 0.0% 0.0 0.0% ±0.0 ― △17.1 △10.5% ＋17.1 ―

経常利益 △1 0 △1 3% 0 0 0 0% △1 0 △19 4 △11 9% ＋18 4
業

経常利益 △1.0 △1.3% 0.0 0.0% △1.0 ― △19.4 △11.9% ＋18.4 ―

消
去

全

売上高 △2.0 ― 0.0 ― △2.0 ― 0.0 ― △2.0 ―

営業利益 △20 0 ― △20 0 ― ±0 0 ― △21 6 ― ＋1 6 ―
去･社

営業利益 △20.0 △20.0 ±0.0 △21.6 ＋1.6

経常利益 △23.0 ― △22.0 ― △1.0 ― △21.7 ― △1.3 ―

• 通販事業の商品評価損に関する計上区分変更の影響： 08年度通期は商品評価損1,978百万円を営業外費用に計上。09年度通期
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通販事業の商品評価損に関する計上区分変更の影響： 08年度通期は商品評価損1,978百万円を営業外費用に計上。09年度通期
は商品評価損の計上区分変更により、2,140百万円を売上原価に計上予定。

• 金融事業は、連結子会社のnｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｻｰﾋﾞｽ㈱および持分法適用関連会社のﾆｯｾﾝ･ｼﾞｰ･ｲｰ･ｸﾚｼﾞｯﾄ㈱で構成。



自己資本の推移と今後の見込み

（単位：億円）

24 9%

29.5%

自己資本比率

(201) (208)

24.9%

14.2%

08年末
純資産

1-2Q
純利益

上期配
当支払

09年末
純資産

期初予想

上期繰
延ﾍｯｼﾞ
洗替

09年末
純資産
見込み

下期繰
延ﾍｯｼﾞ
洗替

3-4Q
純利益
予想

下期配
当支払
予定

09・2Q末
純資産

上期繰
延ﾍｯｼﾞ
損益

下期繰
延ﾍｯｼﾞ

損益想定

純利益による自己資本回復は今期困難ながら、通常輸入取引による為替予約ポ

・09年度末の純資産見込みは、6月20日時点での円ドル為替レート（96.71円/ドル）から期中変動無しの前提に基づく。
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ジションの着実な消化により、09年末時点で純資産は約186億円、自己資本比率
は約30%と期初想定のレベルまでほぼ回復する見込み（為替変動要因除く）



資本政策及び配当政策に関する基本方針

資本政策及び配当政策に関する基本方針
資本政策として 中長期的なグル プ経営戦略と一貫性のとれた 財務健全性及び株主資– 資本政策として、中長期的なグループ経営戦略と一貫性のとれた、財務健全性及び株主資
本効率の 適バランス化並びに資本市場からの期待リターンの実現のために、当面のター
ゲットとして、自己資本比率30%以上、自己資本利益率(ROE)10%以上の達成を目指します。

– 配当政策として、業績連動型の利益配分の基本方針の元、配当性向30％の長期的かつ安配当政策として、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
的な実現を目指します。

当期における配当決定の基本的な考え方
– 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、当期の期初段階においては１

株当たり年間配当23円の予定でしたが 第2四半期業績予想及び通期業績予想での修正株当たり年間配当23円の予定でしたが、第2四半期業績予想及び通期業績予想での修正
内容を鑑み、また、小売市場における情勢不安の中、一定の内部留保による将来成長に
向けた投資資金の確保と当社をご支援いただいている株主様への配当還元等を総合的に
勘案した結果、下記のとおり、1株当たり配当金を年間5円とさせていただく予定です。案 結果、 記 り、 株 り を年間 定 す。

1株当たり配当金（円） 自己資本
比率（％）

配当性向
（％）

DOE
（％）

ROE
（％）第2四半期末 期末 年間

2006年 １３．００ １０．００ ２３．００ ４３．９ １５４．７ ３．５ ２．３

2007年 １０．００ １３．００ ２３．００ ４８．６ ― ３．７ △９．１

2008年 １１．５０ １１．５０ ２３．００ １４．２ ― ５．９ △４１．５
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2009年予定 ２．５０ ２．５０ ５．００ ２９．４ ４２．３ １．８ ４．２



３）３） 主力事業会社ニッセンの経営状況主力事業会社ニッセンの経営状況

㈱ニッセン㈱ニッセン㈱ ッセン㈱ ッセン

代表取締役社長代表取締役社長

佐村佐村 信哉信哉佐村佐村 信哉信哉



㈱ニッセンの第2四半期業績振り返り

㈱ニッセンの2Q単体経常利益推移㈱ニッセンの2Q単体売上高推移
（単位：億円） （単位：億円）

対売上比率

経常利益

・ ㈱ニッセンの上記売上高及び利益数値は、通販事業セグメントに包含。同セグメントに含まれる㈱ニッセン以外の会社は、㈱通販物流サービス、㈱
ナビバード、㈱暮らしのデザイン、㈱葡萄ラボ等。また、上記数値は過去三カ年の前年同等比較のため、2008年6月実施の会社分割前の現販事業
部門及び各社に按分している連結消去又は全社費用等を除外した事業損益ベースで算出しております。

・ 08・2Qは時価会計為替予約等評価損1,205百万円を営業外費用で計上。同年度末時点でこれらの為替予約の解約により、09年度はゼロ計上。

08年度月度売上前年対比

消費低迷によるカタログ発行部数絞り込み及び購入単価下落等により、売上は前

08年 09年
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年比で減少。一方、積極的なネット販促策で売上確保、新客獲得を推進。
値下げキャンペーン・在庫処分拡大等により原価率が悪化し実質利益率は低下。



㈱ニッセンの第2四半期業績振り返り

インターネット経由の売上高 （モバイル経由含む）

（単位：億円）

インターネット会員数、売上シェア（カタログ売上対比）

（単位：万人）

110%

236

280
307

純ﾈｯﾄ売上

119%
110%

ｶﾀﾛｸﾞ経由売上

内、モバイル経由の売上高
（単位：億円）

82120%

インターネット（モバイル）の半期売上の前年同期比推移

46

68

ｶﾀﾛｸﾞ経由売上

純ﾈｯﾄ売上
146%

内、モバイル
売上前年比

ｶﾀﾛｸ 経由売上

インターネット
売上前年比

・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ売上高は、値引き差引前の総売上
・純ﾈｯﾄ売上は、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｶｰﾄ経由の売上
・ｶﾀﾛｸﾞ経由売上は、ｶﾀﾛｸﾞの申込番号のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ入力による売上

純ネ ト売上は バイ を中心に順調に拡大 来期以降 成長基盤構築 ため

07年 08年 09年
(予想)
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純ネット売上はモバイルを中心に順調に拡大。来期以降の成長基盤構築のための
積極的なインターネット顧客開発により、インターネット会員数も順調に増加。



㈱ニッセンの第2四半期業績振り返り

購入客数 （半期間に注文した顧客人数）
（単位：万人）

同期間

購入単価（1人当たり累計売上金額）／売上率※

（単位：円）
95%同期間

前年比

95%

購入単価

売上率

104%

商品単価 （受注） （単位：円）

97%

１回注文点数／注文回数 （受注） （単位：点／回）

1回注文点数
年間購入客数

人
年間購入客数

人
年間購入客数

人

99%

注文回数

1回注文点数487万人 515万人 526万人

(予想)

96%

売業界 おける価格競争激化 消費低迷 る買 控え 影響 購 単価は

07年 08年 09年
(予想)

※購入単価＝商品単価×１回注文点数×注文回数×売上率。売上率は、受注額に対して返品・注文取り消し等を差し引いた売上額の割合。
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小売業界における価格競争激化、消費低迷による買い控えの影響で、購入単価は
前年比で下落したものの、顧客支持に基づく購入客数は継続的に拡大基調。



㈱ニッセンの第2四半期業績振り返り

商品評価損
原価計上※

営業利益率の前年比較と変動要素

原価計上※1

保険手数料
の金融への
移行による
影響※2

売上原価

ﾌﾙﾌｨﾙ
ﾒﾝﾄ費商品評価損

影響※2

ﾝﾄ費

ｶﾀﾛｸﾞ費 その他

08・2Q 09･2Q08・2Q
営業利益率※3 営業利益率※3営業利益率

（09年と同基準）
※1: 商品評価損を08年度は営業外費用に 計上、09年度より原価に計上。会計上の計上区分変更による差異。

※2: 保険代理店手数料を08年度はＢｔｏＢ売上として計上、09年度よりnインシュアランスサービス㈱に売上移行。セグメント区分変更による差異。

営業 益率 前年 等 較 た 年 実施 会社分割前 事業部 び各社 按分 る連結消去 全社費 等

商品評価損に関する計上区分変更等の影響を除外した実力ベースでの比較では、
値引きセ 及び在庫処分販売の拡大による原価率の悪化（▲ ） カタ グ販

※3:  営業利益率については、前年同等比較のため、2008年6月実施の会社分割前の現販事業部門及び各社に按分している連結消去又は全社費用等
を除外した事業損益ベースで算出しております。
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値引きセール及び在庫処分販売の拡大による原価率の悪化（▲1.2%）、カタログ販
売効率の悪化（▲0.5%）等により、前年比で約1.6%の利益率悪化。



㈱ニッセンの期初発表の重点戦略方針の進捗状況

「お客様支持」に基づく購入客数の継続的拡大
進捗評価

お客様支持」に基 く購入客数の継続的拡大
– 購入促進のための商品力の強化

• 低価格・高機能で圧倒的な競争力を有する戦略商品の開発
特定顧客に対する高い専門性に基づく高付加価値商品の開発力

△
• 特定顧客に対する高い専門性に基づく高付加価値商品の開発力

インターネット・モバイル通販の更なる拡大インタ ネット イル通販の更なる拡大
– 各ビジネスユニット（商品企画・調達）とネット・ＭＫ部門の連携を

更に強化し、全社レベルでインターネット・モバイル通販を拡大
△

更なるローコスト体質への質的転換
従来の全社横断的な経費削減活動に加えて 更なる筋肉体質化 ○– 従来の全社横断的な経費削減活動に加えて、更なる筋肉体質化
に向けた「ムリ･ムダ･ムラ」排除によるオペレーション品質向上 ○

将来のための体制固め：「損益構造の抜本的変革」
– 消費減退傾向の中、他社との価格優位性を継続維持するために

中期的にフルフィルメント費・カタログ費の合計10%（対売上比）の △
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中期的にフルフィルメント費・カタログ費の合計10%（対売上比）の
費用圧縮の実現に向けた事業・損益構造の抜本的変革を推進

△



㈱ニッセンの第3四半期以降の方針

①重点戦略方針の継続推進①重点戦略方針の継続推進

②2010年以降の成長に向けた準備②2010年以降の成長に向けた準備
インターネット新時代への組織体制作り

インターネットとカタログ融合型ビジネスモデルの構築インターネットとカタログ融合型ビジネスモデルの構築

プライスリーダー戦略の実現に向けた商品力の強化

第 創業 覚悟 大きく舵を る第 創業 覚悟 大きく舵を る第二創業の覚悟で、大きく舵を切る。第二創業の覚悟で、大きく舵を切る。

そして、将来的には、カタログ通販のみならず、そして、将来的には、カタログ通販のみならず、そして、将来的には、カタログ通販のみならず、そして、将来的には、カタログ通販のみならず、

ｅコマースの世界においてもトップレベルのｅコマースの世界においてもトップレベルの
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企業になることを目指す！企業になることを目指す！



㈱ニッセンの経営ビジョン

ダイレクトマ ケティングのダイレクトマーケティングの

イノベ タ としてイノベーターとして

One to One
を研ぎ澄ますを研ぎ澄ます
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このプレゼンテーション資料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、
予想数値とは大幅に異なる場合があります。
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