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１．平成25年12月期第１四半期の連結業績（平成25年１月１日～平成25年３月31日）

（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 ％

25年12月期第１四半期 1,502 23.7 △ 233 － △ 251 － △ 159 －

24年12月期第１四半期 1,214 － △ 108 － △ 121 － △ 80 －

(注) 包括利益 25年12月期第１四半期 △ 159百万円(－％) 24年12月期第１四半期 △ 80百万円(－％)

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

25年12月期第１四半期 △ 23 15 －

24年12月期第１四半期 △ 11 65 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年12月期第１四半期 7,111 3,252 45.7

24年12月期 7,092 3,432 48.4

(参考) 自己資本 25年12月期第１四半期 3,252百万円 24年12月期 3,432百万円

２．配当の状況

年間配当金

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

24年12月期 － 0 00 － 3 00 3 00

25年12月期 －

25年12月期(予想) 0 00 － 3 00 3 00

３．平成25年12月期の連結業績予想（平成25年１月１日～平成25年12月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 3,512 22.0 △ 137 － △ 206 － △ 129 － △ 18 70

通期 10,845 14.5 664 28.4 497 13.7 253 8.5 36 67



  

 

 

 
  

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続

は終了しております。 

  

  

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いては、四

半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年12月期１Ｑ 6,900,000株 24年12月期 6,900,000株

② 期末自己株式数 25年12月期１Ｑ 69株 24年12月期 69株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期１Ｑ 6,899,931株 24年12月期１Ｑ 6,900,000株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済状況は、欧州の一部諸国の財政破綻懸念や米国にお

ける厳しい財政支出削減問題、世界経済を牽引してきた中国の経済成長の鈍化等がみられたものの、政

権交代による各種の経済政策への期待感から円安の進行や株式市場の活況、堅調な個人消費等により、

景気は回復基調で推移いたしました。 

当社グループが属する不動産業界におきましては、日本銀行の金融資産買入れ等の金融緩和策の実施

に伴う資金調達環境の改善を受け、新規物件取得の動きが活発化するなど、不動産市況は概ね回復基調

で推移しております。 

このような状況の中で、当社グループは組織の効率化とレベルアップの推進及び仕入情報チャネルの

拡大を図り、安定的な事業成長の継続と今後の利益の源泉となる物件仕入の強化に努めてまいりまし

た。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高1,502百万円（前年同期比23.7％増）となっ

たものの、建築事業において大型施設工事の仕様変更等に伴う工事原価の増大により、営業損失233百

万円（前年同期は108百万円の営業損失）、経常損失251百万円（前年同期は121百万円の経常損失）、

四半期純損失159百万円（前年同期は80百万円の四半期純損失）となりました。 

セグメント別の概況は次のとおりであります。  

  

（不動産販売事業）  

不動産販売事業におきましては、底地76件、居抜き物件1件、所有権物件11件の販売をいたしまし

た。その結果、売上高は1,187百万円（前年同期比14.7％増）となり、セグメント利益は67百万円（前

年同期比1.1％増）となりました。 

（建築事業）  

建築事業におきましては、戸建・リフォーム工事等37件の販売をいたしましたが、大型施設工事にお

いて、仕様変更等に伴い工事原価が増加いたしました。その結果、売上高は305百万円（前年同期比

60.4％増）となりセグメント損失は174百万円（前年同期は58百万円のセグメント損失）となりまし

た。 

（その他事業）  

その他事業におきましては、新規管理物件の獲得に向け賃貸物件の情報ルートの開拓や媒介物件の獲

得に向け積極的な営業活動を行いました。その結果、売上高は13百万円（前年同期比26.1％増）、セグ

メント損失は2百万円（前年同期は3百万円のセグメント損失）となりました。 

  

（流動資産） 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末と比べ11百万円増加し、6,267

百万円となりました。これは、主に現金及び預金の減少248百万円、売掛金の減少54百万円、販売用不

動産の増加308百万円によるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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
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（固定資産） 

当第１四半期連結会計期間末における固定資産は、前連結会計年度末と比べ7百万円増加し、843百万

円となりました。これは、主に有形固定資産の減少4百万円、無形固定資産の増加10百万円によるもの

であります。 

（流動負債） 

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末と比べ469百万円増加し、3,567

百万円となりました。これは、主に買掛金の減少379百万円、短期借入金の増加467百万円、その他流動

負債の増加351百万円によるものであります。 

（固定負債） 

当第１四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末と比べ270百万円減少し、292百

万円となりました。これは、主に長期借入金の減少274百万円によるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比べ、180百万円減少し、3,252

百万円となりました。これは、利益剰余金の減少180百万円によるものであります。 

  

平成25年２月14日に発表した業績予想につきましては、現在のところ変更はありません。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

① 簡便な会計処理 

・繰延税金資産の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予

想やタックスプランニングを利用する方法によっております。 

・棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

・税金費用の計算方法 

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を

合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しておりま

す。 

  

該当事項はありません。  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 859,058 610,458

売掛金 256,237 201,496

販売用不動産 4,834,082 5,142,190

未成工事支出金 2,238 13,770

貯蔵品 3,956 3,515

その他 304,125 298,773

貸倒引当金 △3,133 △2,282

流動資産合計 6,256,565 6,267,921

固定資産

有形固定資産 134,718 130,621

無形固定資産 79,376 89,566

投資その他の資産

投資不動産 481,973 481,973

減価償却累計額 △50,944 △52,547

投資不動産（純額） 431,029 429,425

その他 191,964 195,130

貸倒引当金 △1,071 △1,070

投資その他の資産合計 621,922 623,486

固定資産合計 836,017 843,674

資産合計 7,092,582 7,111,596

負債の部

流動負債

買掛金 769,710 390,523

短期借入金 1,882,770 2,350,120

賞与引当金 333 30,443

その他 444,714 796,001

流動負債合計 3,097,527 3,567,088

固定負債

社債 42,500 42,500

長期借入金 483,460 208,725

資産除去債務 4,228 4,244

その他 32,088 36,717

固定負債合計 562,277 292,187

負債合計 3,659,804 3,859,275
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 257,000 257,000

資本剰余金 218,000 218,000

利益剰余金 2,957,792 2,777,335

自己株式 △14 △14

株主資本合計 3,432,778 3,252,320

純資産合計 3,432,778 3,252,320

負債純資産合計 7,092,582 7,111,596
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年３月31日)

売上高 1,214,210 1,502,189

売上原価 897,006 1,244,822

売上総利益 317,204 257,367

販売費及び一般管理費 426,079 490,875

営業損失（△） △108,874 △233,508

営業外収益

受取利息 26 118

貸倒引当金戻入額 1,223 853

損害保険金収入 － 1,651

その他 713 1,173

営業外収益合計 1,963 3,797

営業外費用

支払利息 12,359 20,073

支払手数料 1,103 1,255

その他 1,590 373

営業外費用合計 15,054 21,702

経常損失（△） △121,965 △251,413

特別利益

固定資産売却益 1,128 －

特別利益合計 1,128 －

特別損失

固定資産除却損 1,135 －

特別損失合計 1,135 －

税金等調整前四半期純損失（△） △121,973 △251,413

法人税等 △41,600 △91,655

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △80,372 △159,757

四半期純損失（△） △80,372 △159,757
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四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △80,372 △159,757

その他の包括利益

その他の包括利益合計 － －

四半期包括利益 △80,372 △159,757

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △80,372 △159,757

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第１四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

－9－

㈱サンセイランディック(3277) 平成25年12月期第1四半期決算短信



  

前第１四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注）１．調整額は以下のとおりであります。 

 (1) 売上高の調整額は、セグメント間の内部取引消去であります。 

(2) セグメント損益の調整額△114,175千円は主に各報告セグメントに配賦していない全社費用であります。

全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント損益(△は損失)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25年３月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注）１．調整額は以下のとおりであります。 

 (1) 売上高の調整額は、セグメント間の内部取引消去であります。 

(2) セグメント損益の調整額△124,375千円は主に各報告セグメントに配賦していない全社費用であります。

全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント損益(△は損失)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   該当事項はありません。 

  

（４）セグメント情報等

(セグメント情報)

  (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結
損益計算書 
計上額
(注)２

不動産販売 
事業

建築事業 その他事業 計

売上高    

  外部顧客への売上高 1,035,722 170,003 8,484 1,214,210  － 1,214,210

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

－ 20,476 2,246 22,723 △ 22,723 －

計 1,035,722 190,480 10,730 1,236,934 △ 22,723 1,214,210

セグメント損益(△は損失) 67,183 △ 58,382 △ 3,499 5,300 △ 114,175 △ 108,874

  (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結
損益計算書 
計上額
(注)２

不動産販売 
事業

建築事業 その他事業 計

売上高    

  外部顧客への売上高 1,187,866 303,284 11,039 1,502,189  － 1,502,189

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

－ 2,290 2,497 4,787 △ 4,787 －

計 1,187,866 305,574 13,536 1,506,977 △ 4,787 1,502,189 

セグメント損益(△は損失) 67,927 △ 174,863 △ 2,197 △ 109,133 △ 124,375 △ 233,508
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当第１四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25年３月31日）  

 該当事項はありません。  

  

  

（５）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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① 生産実績 

生産実績を定義することが困難であるため「生産実績」は記載しておりません。 

  

② 受注実績 

当第１四半期連結累計期間における受注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．建築事業以外は受注を行っておりません。 

  ２．セグメント間取引については相殺消去しております。 

  ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  ４．上記の金額は、販売価額により表示しております。 

  

③ 仕入実績 

 
  （注）１．不動産販売事業以外は仕入を行っておりません。 

  ２．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

３．「区画数」については、底地の場合は借地権者の人数など、物件の仕入時に想定される販売区画の数量

を記載しております。 

４．底地・居抜き物件・所有権が混在する物件については、底地を含む物件は「うち底地」に、居抜き物件

と所有権のみが混在する物件は「うち居抜き物件」に含めて記載しております。 

  

④ 販売実績 

 
  （注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  ２．セグメント間取引については相殺消去しております。 

４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

建築事業 301,084 115.8 335,338 94.1

セグメントの名称 区画数 前年同期比(％) 仕入高(千円) 前年同期比(％)

不動産販売事業 120 126.3 1,164,087 110.8

うち底地 109 132.9 507,539 111.6

うち居抜き物件 8 80.0 296,626 63.1

うち所有権 3 100.0 359,921 285.2

セグメントの名称 件数 前年同期比(％) 販売高(千円) 前年同期比(％)

不動産販売事業 88 103.5 1,187,866 114.7

うち底地 76 110.1 660,773 103.8

うち居抜き物件 1 16.7 16,635 9.8

うち所有権 11 110.0 442,546 238.1

その他の不動産販売事業 － － 67,911 156.6

建築事業 34 79.1 303,284 178.4

その他事業 － － 11,039 130.1

合計 － － 1,502,189 123.7
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３．「件数」については、不動産販売事業においては売買契約、建築事業においては受注契約の件数を記載

しております。 

４．底地・居抜き物件・所有権の区分については、仕入時の区分により記載しております。仕入後に権利調

整により底地から所有権に変わった区画等に関しては、仕入時の区分に基づき底地に含めて記載してお

ります。また、底地・居抜き物件・所有権が混在する物件については、底地を含む物件は「うち底地」

に、居抜きと所有権のみが混在する物件は「うち居抜き物件」に含めて記載しております。 

５．「その他の不動産販売事業」は、地代家賃収入、仲介手数料による収入、業務受託手数料収入等であり

ます。 

６．建築事業の件数・販売高につきましては、リフォーム工事・改築工事等の件数・金額を含んでおりま

す。 
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