
平成21年3月期 第3四半期決算短信 

平成21年2月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日本商業開発株式会社 上場取引所 名 

コード番号 3252 URL http://www.ncd-jp.com
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 松岡 哲也

問合せ先責任者 （役職名） 取締役財務・経理本部長 （氏名） 入江 賢治 TEL 06-4706-7501

四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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 ％

21年3月期第3四半期 10,805 ― △25 ― △192 ― △477 ―

20年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

21年3月期第3四半期 △43,043.47 ―

20年3月期第3四半期 ― ―

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

21年3月期第3四半期 11,181 722 6.1 61,538.81
20年3月期 17,062 1,262 7.1 108,689.60

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  683百万円 20年3月期  1,206百万円

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  有  
 

1株当たり配当金

（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

20年3月期 ― 0.00 ― 4,000.00 4,000.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 16,500 98.6 190 △81.6 △40 ― △320 ― △28,815.85

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、２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）

(注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

１．平成20年11月６日に公表いたしました平成21年３月期の通期連結業績予想を本資料において修正しております。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、及び上記１に係る業績予
想の具体的修正内容は、２ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  11,105株 20年3月期  11,105株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  11,105株 20年3月期第3四半期  ―株
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  当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国発の金融危機がさらにリーマン・ショックにより10月以降

の世界景気を加速的に同時後退させ、わが国においても、信用収縮の悪影響が実体経済に及び、百年に一度といわれ

る経済・金融危機に見舞われております。これにより株安・円高が急激に進行し、自動車や電機など国際展開する製

造業を中心に売上が急減速、減益幅が拡大するとともに雇用調整が顕在化し、雇用不安が消費者心理の冷え込みに拍

車をかけ、景気がさらに冷え込む悪循環に陥りつつあります。 

  当社グループが属します不動産及び不動産金融業界は、金融危機に伴う資金繰りの急速な悪化により、新興デベロ

ッパー、地場ゼネコンの大型倒産が相次ぎ、経営に行き詰まる企業が増加しております。 

  このような中、当社グループの当第３四半期の業績は、引き続き不動産ソリューション事業における販路の拡大な

ど企業努力し在庫圧縮を図った結果、売上高は442,749千円、営業利益は▲215,093千円、経常利益は▲263,210千

円、四半期純利益は▲267,371千円となりました。 

 なお、平成21年３月期第１四半期及び第２四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成21年３

月期第１四半期決算短信（平成20年８月８日開示）及び第２四半期決算短信（平成20年11月６日開示）をご参照くだ

さい。 

  

（資産） 

 流動資産は、10,858,096千円となりました。これは、前四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）に比べ、販売

用不動産が360,087千円、現金・預金が305,334千円それぞれ減少したことなどによります。 

 固定資産は、323,597千円となりました。これは、前四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）に比べ、建物が

25,340千円、土地が12,399千円減少したことなどによります。 

 この結果、総資産は、11,181,693千円となりました。 

（負債） 

 流動負債は、7,495,699千円となりました。これは、前四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）に比べ、短期

借入金が160,000千円、一年内返還予定の預り保証金が50,000千円減少したものの１年以内返済予定の長期借入金が

415,078千円増加したことなどによります。 

 固定負債は、2,963,158千円となりました。これは、前四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）に比べ、長期

借入金が613,792千円減少したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、10,458,858千円となりました。 

（純資産） 

 純資産合計は、722,835千円となりました。これは、前四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）に比べ、利益

剰余金が267,371千円減少したことなどによります。これにより、自己資本比率は6.1％となり1.9ポイント低下いた

しました。 

  

 昨今の業績の推移や市場環境の動向等を勘案し、平成20年11月６日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正

いたしました。また、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（平成21年２月10日）公表の「業績予想の修正に関

するお知らせ」をご参照ください。 

 なお、平成21年２月２日開催の取締役会において、100％出資の子会社を設立することを決議し、平成21年２月６

日に西日本商業開発株式会社を設立いたしました。詳細につきましては平成20年２月２日公表の「子会社設立のお知

らせ」をご参照ください。 

  

 該当事項はありません。 

  

   

 １．簡便な会計処理  

   ・固定資産の減価償却費の算定方法 

      定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により

      算定しております。 

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 

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 
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  ２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

        該当事項はありません。 

     

（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 

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表 

  に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連 

  結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②（販売用不動産の支払利息に係る会計処理の変更） 

   従来、「不動産開発事業を行なう場合の支払利子の監査上の取り扱いについて」（業種別監査研究部会、 

  建設業部会、不動産業部会 昭和49年8月20日）に準じて販売用不動産に係る支払利息を資産計上しておりま

   したが、第１四半期連結会計期間から期間費用として処理することに変更しております。 

     この変更は、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月5日）を第１四半期

   連結会計期間からの適用を踏まえてたな卸資産のより健全性を検討した結果、支払利息の期間費用を行なう 

   ことによって、より適正にたな卸資産の健全性を図れるものとして行ったものであります。 

     この変更に伴い、従来と同一の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間の販売用不動産は 

   107,016千円減少し、売上原価は、23,038千円減少した結果、売上総利益、営業利益は23,038千円増加して 

   おり、支払利息は、130,055千円増加した結果、経常利益、税金等調整前四半期純利益は、107,016千円減少 

   しております。 

   なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

 ③（販売用不動産から発生する賃貸料収入及び預り敷金(保証金)の会計処理の変更） 

   従来、販売用不動産の商業施設等を誘致した結果、テナントからの賃貸料収入は営業外収益にて処理、 

  預り敷金は固定負債として処理しておりましたが、第１四半期連結会計期間から当該賃貸料収入は売上 

  高、預り敷金は流動負債として処理することに変更しております。 

   この変更は、テナントからの賃貸料収入及び預り敷金の重要性が増したこと等を検討した結果、当社 

  の事業スキームである土地の購入・商業施設等のテナント誘致・テナントから発生する賃貸料収入・利回り

  商品としての投資家等への売却までが一貫した取引であり、当該テナントからの賃貸料収入及び預り敷金 

  の重要性が今後とも増すことが想定できること等から、開発中の損益区分のより明確化を図るものとして 

  行ったものであります。 

   この変更に伴い、従来と同一の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間の固定負債は、 

    289,969千円減少し、流動負債が同額増加しており、売上高は27,468千円、売上総利益、営業利益は同額増 

  加していますが、経常利益、税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

      なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

 ④（重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更） 

   従来、当社サブリース事業及び賃貸借事業等における賃貸事業用の建物付属設備等の減価償却方法は、 

  定率法を採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間から定額法に変更しております。 

   この変更は、今後サブリース事業等の新設を見込むことを検討した結果、契約期間にわたり一定の収益が

  得られる賃貸事業用の建物付属設備等の減価償却費を当該契約期間にわたり均等に期間配分することによっ

  て、より適切な費用収益の対応を図るために行ったものであります。 

    この変更に伴い、従来と同一の方法によった場合と比べ、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等 

  調整前四半期純利益の影響額は軽微であります。  

   なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

 ⑤（控除対象外消費税等の会計処理の変更） 

     従来、控除対象外消費税等は営業外費用にて処理しておりましたが、第１四半期連結会計期間からは、 

   販売費及び一般管理費として処理することに変更しております。 

    この変更は、控除対象外消費税等の金額の重要性が増してきたこと等を検討した結果、損益区分をより 

   適正に表示するために行うものであります。 

    この変更に伴い、従来と同一の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間の販売費及び一般 

     管理費は、24,087千円増加し、同額営業利益は減少していますが、経常利益、税金等調整前四半期純利益 

     に与える影響はありません。 

    なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  ⑥（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

   「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月5日）を第１四半期連結会計 

    期間から適用し、評価基準については、個別法による原価法から個別法による原価法（貸借対照表価額 

    については収益性の低下に基づく簿価切り下げ方法）により算定しております。 
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   この変更に伴う損益の影響額はありません。  
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 798,323 1,126,829

営業未収入金 7,998 16,256

販売用不動産 9,714,576 13,546,859

前渡金 117,413 859,443

前払費用 219,283 314,616

繰延税金資産 － 54,522

その他 500 10,037

流動資産合計 10,858,096 15,928,566

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 66,057 54,469

構築物（純額） － 57

車両運搬具（純額） 804 2,145

工具、器具及び備品（純額） 14,321 9,187

土地 11,166 23,565

有形固定資産合計 92,349 89,425

無形固定資産   

商標権 70 108

その他 300 0

無形固定資産合計 370 108

投資その他の資産   

投資有価証券 2,991 71,088

出資金 6,671 6,671

敷金及び保証金 138,991 633,754

投資不動産 － 239,550

長期前払費用 70,612 80,849

繰延税金資産 － 321

その他 11,934 12,040

貸倒引当金 △325 △325

投資その他の資産合計 230,876 1,043,950

固定資産合計 323,597 1,133,484

資産合計 11,181,693 17,062,050

5



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 21,302 31,253

短期借入金 588,500 3,412,500

1年内返済予定の長期借入金 6,027,484 6,497,264

1年内償還予定の社債 118,000 116,000

未払金 73,203 51,961

未払法人税等 833 443,096

未払消費税等 5,831 9,373

前受金 286,866 13,733

1年内返還予定の預り保証金 289,969 －

引当金 － 50,000

その他 83,709 86,015

流動負債合計 7,495,699 10,711,198

固定負債   

社債 － 10,000

長期借入金 2,784,608 3,887,140

長期預り敷金保証金 178,549 1,191,454

固定負債合計 2,963,158 5,088,595

負債合計 10,458,858 15,799,794

純資産の部   

株主資本   

資本金 194,280 194,280

資本剰余金 172,725 172,725

利益剰余金 318,037 840,455

株主資本合計 685,042 1,207,460

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,654 △462

評価・換算差額等合計 △1,654 △462

少数株主持分 39,446 55,258

純資産合計 722,835 1,262,256

負債純資産合計 11,181,693 17,062,050
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 10,805,710

売上原価 10,199,563

売上総利益 606,146

販売費及び一般管理費 631,939

営業損失（△） △25,792

営業外収益  

受取利息 1,400

不動産賃貸料 74,999

匿名組合投資利益 1,123

その他 152

営業外収益合計 77,676

営業外費用  

支払利息 244,126

その他 500

営業外費用合計 244,626

経常損失（△） △192,741

特別利益  

固定資産売却益 36,060

その他 7,600

特別利益合計 43,660

特別損失  

売買契約解約損 236,744

投資有価証券償還損 62,724

特別損失合計 299,468

税金等調整前四半期純損失（△） △448,549

法人税、住民税及び事業税 1,446

法人税等還付税額 △10,709

法人税等調整額 54,522

法人税等合計 45,259

少数株主損失（△） △15,811

四半期純損失（△） △477,997
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 442,749

売上原価 464,510

売上総損失（△） △21,760

販売費及び一般管理費 193,333

営業損失（△） △215,093

営業外収益  

受取利息 125

不動産賃貸料 24,999

匿名組合投資利益 604

その他 56

営業外収益合計 25,787

営業外費用  

支払利息 73,903

営業外費用合計 73,903

経常損失（△） △263,210

特別利益  

固定資産売却益 3,864

特別利益合計 3,864

特別損失  

投資有価証券償還損 4,085

特別損失合計 4,085

税金等調整前四半期純損失（△） △263,431

法人税、住民税及び事業税 431

法人税等調整額 13,395

法人税等合計 13,826

少数株主損失（△） △9,886

四半期純損失（△） △267,371
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △448,549

減価償却費 5,775

引当金の増減額（△は減少） △7,600

受取利息 △1,400

固定資産売却損益（△は益） △36,060

匿名組合投資損益（△は益） △1,123

投資有価証券償還損益（△は益） 62,724

売買契約解約損 236,744

支払利息 244,126

売上債権の増減額（△は増加） 4,918

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,832,283

仕入債務の増減額（△は減少） △9,951

前渡金の増減額（△は増加） 588,146

前払費用の増減額（△は増加） 74,541

未払費用の増減額（△は減少） △7,840

未払金の増減額（△は減少） △51,846

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,542

前受金の増減額（△は減少） 273,132

預り金の増減額（△は減少） 4,510

前受収益の増減額（△は減少） △9,560

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △722,935

その他 △41,681

小計 3,984,810

利息及び配当金の受取額 1,400

利息の支払額 △212,751

法人税等の支払額 △407,377

その他の支出 △10,000

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,356,082

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の売却による収入 42,454

有形固定資産の取得による支出 △53,286

投資有価証券の取得による支出 △450

投資有価証券の売却による収入 9,414

投資不動産の売却による収入 281,373

敷金及び保証金の回収による収入 495,437

敷金及び保証金の差入による支出 △673

その他 △10,353

投資活動によるキャッシュ・フロー 763,915
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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） △2,824,000

長期借入れによる収入 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △2,572,311

配当金の支払額 △44,192

その他 △8,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,448,504

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △328,506

現金及び現金同等物の期首残高 1,126,829

現金及び現金同等物の四半期末残高 798,323
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 （注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

     ２ 各区分の主な事業内容 

            不動産ソリューション事業・・・不動産投資事業、不動産流動化事業、不動産開発・再生事業 

            デベロッパー・エージェント事業・・・企画・開発事業、サブリース事業、運営・管理事業 

            その他事業・・・賃貸借事業、コンサルティング事業 

        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（593,139千円）の主なものは、親会社 

            本社の管理部門に係る費用であります。 

        ４  会計処理の方法の変更 

            ①（販売用不動産の支払利息に係る会計処理の変更） 

        「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」に記載のとおり、 

       第１四半期連結会計期間より支払利息を期間費用として処理しております。 

        この変更に伴い、従来と同一の方法によった場合と比べ、「不動産ソリューション事業」の営業利益 

       は、23,038千円増加しております。   

      ②（販売用不動産から発生する賃貸料収入及び預り敷金(保証金)の会計処理の変更） 

        「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」に記載のとおり、 

       第１四半期連結会計期間よりテナントから発生する賃貸料収入は、営業外収益から売上高に変更してお 

       ります。 

        この変更に伴い、従来と同一の方法によった場合と比べ、「不動産ソリューション事業」の売上高が 

       27,468千円増加し、営業利益が同額増加しております。 

      ③（重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更） 

        「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」に記載のとおり、 

       第１四半期連結会計期間より「デベロッパー・エージェント事業」及び「その他事業」の賃貸事業用の 

       建物付属設備等の減価償却方法は、定率法から定額法に変更しております。 

        この変更に伴い、従来と同一の方法によった場合と比べ、営業利益の影響額は軽微であります。 

      ④（控除対象外消費税等の会計処理の変更） 

         「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」に記載のとおり、 

       第１四半期連結会計期間より控除対象外消費税等は、営業外費用から販売費及び一般管理費に変更して 

       おります。 

         この変更に伴い、従来と同一の方法によった場合と比べ、「全社」の営業利益は、24,087千円減少し 

       ております。 

        

（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〕 

  
不動産ソリュ
ーション事業 
（千円） 

デベロッパー・
エージェント事

業 
（千円） 

その他事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

（1）外部顧客に対する 

     売上高 
 10,394,520  316,047  95,142  10,805,710 －  10,805,710

（2）セグメント間の内 

  部売上高又は振替高 
－ － － － － － 

     計  10,394,520  316,047  95,142  10,805,710 －  10,805,710

営業利益又は営業損失

（△） 
 380,498  105,147  81,701  567,346  △593,139  △25,792
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当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 当第３四半期連結累計期間について、本邦以外の国又は地域に連結子会社及び在外支店がないため、該当

事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間について、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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