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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成21年12月21日～平成22年3月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期第1四半期 30,186 △8.5 △235 ― △52 ― △115 ―
21年12月期第1四半期 32,997 ― △635 ― △717 ― △1,048 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年12月期第1四半期 △2.28 ―
21年12月期第1四半期 △20.64 ―

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

22年12月期第1四半期 56,717 18,388 32.4 362.05
21年12月期 58,174 17,099 29.4 336.68

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  18,388百万円 21年12月期  17,099百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年12月期 ― 2.50 ― 3.50 6.00
22年12月期 ―
22年12月期 

（予想）
4.00 ― 4.00 8.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成21年12月21日～平成22年12月20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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

71,000 △3.0 600 11.7 900 10.9 700 ― 13.78

通期 140,600 △0.6 2,400 35.6 3,000 11.2 2,600 68.8 51.19

- 1 -



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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注)詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧ください。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載した予想数値は、現時点での入力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、上記予想値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、
４ページ「定性的情報・財務諸表等 ３．連結業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。 

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） 22年12月期第1四半期 63,416,332株 21年12月期  63,416,332株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期 12,627,378株 21年12月期  12,627,317株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 50,789,001株 21年12月期第1四半期 50,789,588株
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当第１四半期連結累計期間（平成21年12月21日～平成22年３月20日、以下「当第１四半期」）における我が国経済

は、景気に持ち直し傾向の動きが見られるものの、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況で推移しまし

た。  

 このような経営環境のもと、当社グループでは、新たなるニッセングループ中期経営計画「ニッセンビジョン

2012」の経営方針に基づき、中長期的な企業価値向上を実現するために、１．通販事業モデルの“磨き上げ”、２．

通販コア周辺領域での新規事業展開、３．グループ事業の構造改革とシナジー力アップ、４．成長とリスクに対応で

きる財務基盤の強化、以上の４項目を主要な経営戦略と定め、不況下でも、堅実で持続的成長ができる仕組みを構築

し、顧客にとって必要不可欠な存在となる事業者であることを目指し鋭意取り組みを進めております。  

 当社グループの主力事業である通販事業におきましては、中長期的なマーケット規模の拡大が見込まれるインター

ネット・モバイル通販の強化策を積極的に推進しており、ＥＣサイト「ニッセンのオンラインショップ

（http://www.nissen.jp/）」のオンライン会員数につきましては、平成22年３月度に800万人を突破し、順調に会員

数を伸ばしております。ＥＣ限定のインターネット・モバイル商品では、売上高前年対比で二桁成長となるなど、イ

ンターネット経由売上高は前年より着実な成長を遂げております。しかしながら、依然としてお客様の節約志向に対

する意識は高く、買い控え傾向や低価格志向の影響もあり、売上高は前年同期を下回りました。  

 利益面につきましては、昨年来継続して取り組んでいるカタログ費、配送コスト、受注コスト等の経費削減活動の

結果、営業損益及び経常損益共に前年同期を上回りました。  

 金融事業におきましては、連結子会社のｎインシュアランスサービス株式会社が、お客様の保険見直しをサポート

する機能としてＰＣ・モバイルサイトを全面リニューアルするなど各種施策を実施し、将来成長への確実な地固めを

進めてまいりました。一方、持分法適用会社のニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社は、平成22年６月を期限

とする改正貸金業法に対応するための与信の厳格化や、貸付金利引き下げに伴う利回りの低下等によって利息収入減

少の影響があったものの、販売費及び一般管理費の削減効果及び債権良質化に伴う貸倒関連コストの減少等により利

益が確保できたため、営業外項目として持分法投資利益74百万円を計上いたしました。これらの結果、金融事業の経

常利益については、前年同期の実績を上回りました。  

 現販事業におきましては、コストマネジメントの徹底を図り、販売費及び一般管理費の削減を推進してまいりまし

たが、リーマンショック後の厳しい経営環境を背景としたお客様の消費マインドの冷え込みによる影響を受け、売上

高、営業損益、経常損益共に前年同期の実績を下回りました。  

 以上の結果、当第１四半期（平成21年12月21日～平成22年３月20日）における連結業績は、売上高30,186百万円

（対前年同四半期増減率8.5％減 2,811百万円減少）、営業損失235百万円（前年同四半期営業損失635百万円）、経

常損失52百万円（前年同四半期経常損失717百万円）、当四半期純損失115百万円（前年同四半期純損失1,048百万円）

となりました。  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比1,456百万円減少し、56,717百万円となりまし

た。これは主に受取手形及び売掛金、未収入金の減少によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末比2,745百万円減少し、38,329百万円となりました。これは主に為替予約、未払金、

支払手形及び買掛金の減少によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末比1,288百万円増加し、18,388百万円となりました。これは主に繰延ヘッジ損失の

減少によるものであります。 

  

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて1,933百万円増

加し、7,229百万円（前年同四半期は6,019百万円）となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果獲得した資金は、2,151百万円（前年同四半期は560百万円の収入）となりました。主たる要因

は、売上債権の減少額3,384百万円等であります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は、14百万円（前年同四半期は1,493百万円の収入）となりました。主たる要因

は、関係会社の整理による収入51百万円、固定資産の取得による支出68百万円等であります。 

定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1)資産、負債、純資産の状況

(2)キャッシュ・フローの状況
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(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は、199百万円（前年同四半期は1,587百万円の支出）となりました。主たる要因

は、配当金の支払額177百万円、長期借入金の返済による支出68百万円等であります。 

平成22年２月５日発表の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はございません。第２四半期連結

累計期間及び通期における実際の業績につきましては、当社及び当社グループを取り巻く経済情勢、市場の動向、為

替レートの変動などの様々な要因により本資料発表日現在の見通しとは異なる可能性を多く含みます。  

  

 該当事項はありません。 

  

実地棚卸は行わず、帳簿残高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

  

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

法人税等の納付税額の算定については、加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法により、算

出しております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生の状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用する方法、あるいは前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生

の状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

 

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

1. 簡便な会計処理

① たな卸資産の評価方法

② 一般債権の貸倒見積高の算定方法

③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

2. 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(3) 四半期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
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5. 【四半期連結財務諸表】
 (1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,241 5,306

受取手形及び売掛金 6,744 9,191

たな卸資産 14,228 13,983

未収入金 6,814 8,392

前払費用 5,815 5,577

その他 1,312 1,126

貸倒引当金 △183 △214

流動資産合計 41,973 43,363

固定資産

有形固定資産 4,853 4,983

無形固定資産 2,063 2,043

投資その他の資産

投資有価証券 6,809 6,766

その他 1,778 1,774

貸倒引当金 △760 △757

投資その他の資産合計 7,826 7,784

固定資産合計 14,743 14,811

資産合計 56,717 58,174

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,663 16,062

短期借入金 2,644 2,630

未払法人税等 61 284

未払金 4,781 5,244

為替予約 2,550 3,973

返品調整引当金 170 210

返品破損引当金 22 18

利息返還補償引当金 91 134

事業整理損失引当金 502 511

その他 2,770 2,908

流動負債合計 29,259 31,978

固定負債

長期借入金 7,125 7,110

リース債務 1,776 1,817

その他の引当金 3 －

その他 164 168

固定負債合計 9,070 9,096

負債合計 38,329 41,075
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 11,218 11,218

資本剰余金 11,240 11,240

利益剰余金 5,955 6,248

自己株式 △7,177 △7,177

株主資本合計 21,236 21,529

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △8 12

繰延ヘッジ損益 △2,840 △4,441

為替換算調整勘定 1 △0

評価・換算差額等合計 △2,847 △4,429

純資産合計 18,388 17,099

負債純資産合計 56,717 58,174

株式会社ニッセンホールディングス　(8248)　平成22年12月期　第１四半期決算短信

- 6 -



(2)【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年12月21日
至 平成21年３月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年12月21日
至 平成22年３月20日)

売上高 32,997 30,186

売上原価 16,115 15,085

売上総利益 16,882 15,100

返品調整引当金繰入額 203 199

返品調整引当金戻入額 274 239

差引売上総利益 16,952 15,140

販売費及び一般管理費 17,587 15,375

営業損失（△） △635 △235

営業外収益

受取利息 2 0

受取配当金 32 45

受取手数料 36 31

持分法による投資利益 － 118

雑収入 126 64

営業外収益合計 197 259

営業外費用

支払利息 47 50

支払手数料 75 －

持分法による投資損失 58 －

利息返還補償引当金繰入額 40 －

雑損失 58 26

営業外費用合計 280 76

経常損失（△） △717 △52

特別利益

固定資産売却益 － 1

投資有価証券売却益 － 6

関係会社清算益 － 13

特別利益合計 － 21

特別損失

固定資産除売却損 213 10

投資有価証券売却損 － 0

投資有価証券評価損 29 －

関係会社清算損 － 11

特別損失合計 242 21

税金等調整前四半期純損失（△） △960 △52

法人税、住民税及び事業税 94 50

法人税等調整額 △9 12

法人税等合計 85 62

少数株主利益 2 －

四半期純損失（△） △1,048 △115
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年12月21日
至 平成21年３月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年12月21日
至 平成22年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △960 △52

減価償却費 184 180

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23 △27

返品調整引当金の増減額（△は減少） △76 △39

返品破損引当金の増減額（△は減少） △18 4

利息返還補償引当金の増減額（△は減少） － △43

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） △374 △9

受取利息及び受取配当金 △34 △45

支払利息 47 50

固定資産除売却損益（△は益） 213 9

持分法による投資損益（△は益） 58 △118

投資有価証券評価損益（△は益） 29 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △6

関係会社清算損益（△は益） － △2

売上債権の増減額（△は増加） 2,966 3,384

たな卸資産の増減額（△は増加） △669 △244

仕入債務の増減額（△は減少） △1,619 △435

その他 1,849 △220

小計 1,618 2,382

利息及び配当金の受取額 35 45

利息の支払額 △8 △15

為替予約等解約による支出 △684 －

法人税等の支払額 △400 △261

営業活動によるキャッシュ・フロー 560 2,151

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 △1,031 △68

固定資産の売却による収入 2,544 2

投資有価証券の取得による支出 △17 △5

投資有価証券の売却による収入 － 7

貸付金の回収による収入 0 －

子会社株式の取得による支出 △2 －

関係会社の整理による収入 － 51

定期預金の預入による支出 － △2

その他 0 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,493 △14
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(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年12月21日
至 平成21年３月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年12月21日
至 平成22年３月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,000 －

長期借入れによる収入 － 98

長期借入金の返済による支出 △0 △68

リース債務の返済による支出 △2 △50

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △584 △177

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,587 △199

現金及び現金同等物に係る換算差額 △20 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 446 1,933

現金及び現金同等物の期首残高 5,607 5,296

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △34 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,019 7,229

株式会社ニッセンホールディングス　(8248)　平成22年12月期　第１四半期決算短信

- 9 -



該当事項はありません。 

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年12月21日 至 平成21年３月20日) 

 
(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 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年12月21日 至 平成22年３月20日) 

 
(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……生命保険の募集に関する業務及び損害保険代理業、クレジットカード事業及び金銭貸付事業

(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 事業区分の変更 

  当社の連結子会社としておりました株式会社ニッセンプレミアムは、平成21年12月21日付にて、同じく連

結子会社である株式会社ニッセンを存続会社とした合併により解散いたしました。この合併に伴い、カタロ

グ企画業務、管理業務を中心とした共通業務が集約されたこと及び組織運営が一体化されたこと等から、当

第１四半期連結累計期間より株式会社ニッセンが株式会社ニッセンプレミアムから引き継いだ事業は、通販

事業に含めております。 

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報を、当第１四半期連結累計期間において用いた事業区

分の方法により区分すると次のとおりであります。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

 

(5) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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 30,378 443 2,175 32,997 ― 32,997

(2)セグメント間の内部売上高
   又は振替高

89 ― ― 89 (89) ―

計 30,467 443 2,175 33,086 (89) 32,997

営業利益又は営業損失(△) △173 122 △12 △63 (571) △635

経常利益又は経常損失(△) △84 126 △17 24 (742) △717

 

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 28,575 440 1,170 30,186 ― 30,186

(2)セグメント間の内部売上高
   又は振替高

66 ― 3 69 (69) ―

計 28,641 440 1,173 30,256 (69) 30,186

営業利益又は営業損失（△） 133 156 △63 226 (461) △235

経常利益又は経常損失（△） 286 235 △66 455 (508) △52
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年12月21日 至 平成21年３月20日) 

 

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年12月21日 至 平成21年３月20日) 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年12月21日 至 平成22年３月20日) 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年12月21日 至 平成21年３月20日) 

海外売上高は、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。 

海外売上高は、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。 

該当事項はありません。 

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 30,920 443 1,633 32,997 ― 32,997

(2)セグメント間の内部売上高
  又は振替高

89 ― ― 89 (89) ―

計 31,009 443 1,633 33,086 (89) 32,997

営業利益又は営業損失(△) △220 122 34 △63 (571) △635

経常利益又は経常損失(△) △135 126 34 24 (742) △717

 

〔所在地別セグメント情報〕

 

 

〔海外売上高〕

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年12月21日 至 平成22年３月20日)

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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当第１四半期連結累計期間の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。 

 
(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 当第１四半期連結累計期間より、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、「5. 

［四半期連結財務諸表］ (5) 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、前第１四半期連結累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。 

当第１四半期連結累計期間の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。 

 
(注) １ 金額は、仕入価格によっております。 

２ 金融事業は、仕入実績がないため該当事項はありません。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４ 当第１四半期連結累計期間より、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、「5. 

［四半期連結財務諸表］ (5) 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、前第１四半期連結累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。 

  

6. その他の情報

【販売及び仕入の状況】

(1) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年12月21日
至 平成22年３月20日)

前年同四半期比(％)

通販事業(百万円) 28,575 92.4

金融事業(百万円) 440 99.4

現販事業(百万円) 1,170 71.6

合計(百万円) 30,186 91.5

 

(2) 仕入実績

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年12月21日
至 平成22年３月20日)

前年同四半期比(％)

通販事業(百万円) 14,810 92.8

現販事業(百万円) 453 56.1

合計(百万円) 15,263 91.0
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