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(百万円未満切捨て)
１．平成27年12月期第２四半期の連結業績（平成27年１月１日～平成27年６月30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 ％

27年12月期第２四半期 4,289 8.4 394 △27.9 348 △25.5 211 △24.2

26年12月期第２四半期 3,958 10.7 547 ― 467 ― 278 ―
(注) 包括利益 27年12月期第２四半期 211百万円(△24.2％) 26年12月期第２四半期 278百万円( ―％)
　

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

27年12月期第２四半期 26.46 26.02

26年12月期第２四半期 40.41 39.94
　
　

（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 ％

27年12月期第２四半期 10,531 5,506 52.3

26年12月期 8,792 5,261 59.8
(参考) 自己資本 27年12月期第２四半期 5,506百万円 26年12月期 5,261百万円
　
　

　

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

26年12月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00

27年12月期 ― 3.00

27年12月期(予想) ― 7.00 10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

(注) 27年12月期第２四半期末配当金の内訳 記念配当 3円00銭
　
　

３．平成27年12月期の連結業績予想（平成27年１月１日～平成27年12月31日）

(％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
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 11,162 6.9 1,242 3.2 1,139 9.1 705 12.6 89.13
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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) 27年12月期２Ｑ 8,030,500株 26年12月期 7,915,000株

② 期末自己株式数 27年12月期２Ｑ 148株 26年12月期 148株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年12月期２Ｑ 7,984,296株 26年12月期２Ｑ 6,899,852株
　
　

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
　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。

※ 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
結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
　当社は、平成27年８月18日に機関投資家及びアナリスト向けの第２四半期決算説明会を開催する予定であります。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の経済政策、日本銀行の金融緩和政策の効果を背景に雇

用情勢や企業収益の改善に伴う個人消費の増加傾向が続き、堅調な国内需要に支えられて緩やかな景気回復を続け

ております。海外景気の下振れなど、我が国の景気を下押しするリスクはあるものの、雇用・所得環境の改善傾向

が続くなかで、資源価格下落の影響や各種政策の効果もあって、今後も緩やかに回復していくことが予想されま

す。

当社グループが属する不動産業界におきましては、住宅建設が持家、貸家、分譲住宅の着工とも、底堅い動きと

なっており、今後も不動産市況は、堅調に推移することが見込まれます。

このような状況の中で、基幹事業である不動産販売事業において、全体的に物件の販売が順調だったことから前

年に比べ販売件数が伸び、売上高が増加しました。一方で、販売物件の構成の変化や、支店強化に伴う人件費、仕

入増加に伴う販売費及び一般管理費が増加したことで、前年比で減益となりました。

仕入については、本社の仕入戦略チームの設置や支店における人員強化により、今後の利益の源泉となる物件の

仕入拡大を図りました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高4,289百万円（前年同期比8.4％増）となり、営業利益

394百万円（前年同期比27.9％減）、経常利益348百万円（前年同期比25.5％減）、四半期純利益211百万円（前年同

期比24.2％減）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。

① 不動産販売事業

不動産販売事業におきましては、底地153件、居抜き物件10件、所有権物件８件の販売をいたしました。そ

の結果、売上高は3,899百万円（前年同期比15.5％増）となり、セグメント利益は816百万円（前年同期比7.1

％減）となりました。

② 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71件の販売をいたしました。その結果、売上高は410百

万円（前年同期比31.1％減）となり、セグメント損失は89百万円（前年同期は54百万円のセグメント損失）と

なりました。

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

（流動資産）

当第２四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1,724百万円増加し、9,560百万円

となりました。これは、主に現金及び預金の減少424百万円、販売用不動産の増加2,109百万円によるものであり

ます。

（固定資産）

当第２四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13百万円増加し、970百万円となり

ました。これは、主に投資その他の資産の増加19百万円によるものであります。

（流動負債）

当第２四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1,306百万円増加し、4,471百万円

となりました。これは、主に買掛金の減少197百万円、短期借入金の増加1,524百万円によるものであります。

（固定負債）

当第２四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186百万円増加し、552百万円とな

りました。これは、主に社債の減少24百万円、長期借入金の減少42百万円、その他の固定負債の増加248百万円に

よるものであります。

（純資産）

当第２四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、245百万円増加し、5,506百万円と

なりました。これは、主に利益剰余金の増加187百万円によるものであります。

　

② キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比
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べ386百万円減少し、1,740百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、使用した資金は1,871百万円（前年同期比990.1％増）となりました。

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益348百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額

2,116百万円、法人税等の支払額227百万円であります。

（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19百万円（前年同期比61.4％減）となりました。

収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入68百万円であり、支出の主な内訳は、定期預金の預入による支

出44百万円、有形固定資産の取得による支出39百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、得られた資金は1,503百万円（前年同期は152百万円の支出）となりました。

収入の主な内訳は、短期借入金の増加額1,524百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入57百万円

であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出71百万円であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年２月13日に発表した通期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。
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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

該当事項はありません。

（２）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

・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。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

決算短信 （宝印刷）  2015年08月06日 15時15分 6ページ （Tess 1.40 20131220_01）



株式会社サンセイランディック(3277) 平成27年12月期 第２四半期決算短信

5

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26年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,275,677 1,851,206

売掛金 91,221 84,156

販売用不動産 5,166,694 7,275,850

未成工事支出金 3,901 14,371

貯蔵品 9,431 5,975

その他 293,950 334,216

貸倒引当金 △5,258 △5,711

流動資産合計 7,835,617 9,560,064

固定資産

有形固定資産

賃貸不動産 511,242 511,463

減価償却累計額 △64,526 △68,612

賃貸不動産（純額） 446,716 442,850

その他 156,727 168,354

有形固定資産合計 603,443 611,205

無形固定資産 96,086 82,777

投資その他の資産

その他 298,784 318,086

貸倒引当金 △41,122 △41,121

投資その他の資産合計 257,661 276,964

固定資産合計 957,192 970,947

資産合計 8,792,809 10,531,012

負債の部

流動負債

買掛金 452,263 255,209

短期借入金 1,957,769 3,481,769

未払法人税等 233,767 176,816

その他 520,843 557,632

流動負債合計 3,164,644 4,471,427

固定負債

社債 104,500 80,000

長期借入金 211,800 169,470

資産除去債務 4,356 8,909

その他 45,989 294,404

固定負債合計 366,645 552,784

負債合計 3,531,289 5,024,211

純資産の部

株主資本

資本金 661,450 690,325

資本剰余金 622,450 651,325

利益剰余金 3,977,672 4,165,204

自己株式 △53 △53

株主資本合計 5,261,519 5,506,800

純資産合計 5,261,519 5,506,800

負債純資産合計 8,792,809 10,531,012
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 3,958,562 4,289,268

売上原価 2,409,656 2,746,564

売上総利益 1,548,906 1,542,703

販売費及び一般管理費 1,001,757 1,148,004

営業利益 547,148 394,698

営業外収益

受取利息 1,006 651

受取配当金 105 105

損害保険金収入 502 1,604

その他 5,187 5,231

営業外収益合計 6,801 7,593

営業外費用

支払利息 57,993 45,339

支払手数料 3,458 4,112

その他 24,960 4,492

営業外費用合計 86,412 53,944

経常利益 467,538 348,347

税金等調整前四半期純利益 467,538 348,347

法人税等 188,744 137,071

少数株主損益調整前四半期純利益 278,793 211,275

四半期純利益 278,793 211,275
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 278,793 211,275

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 278,793 211,275

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 278,793 211,275

少数株主に係る四半期包括利益 ― ―
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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)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年６月30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利益 467,538 348,347

減価償却費 35,506 44,099

受取利息及び受取配当金 △1,111 △757

支払利息 57,993 45,339

営業外支払手数料 3,458 4,112

貸倒引当金の増減額（△は減少） 952 451

売上債権の増減額（△は増加） 125,258 7,065

たな卸資産の増減額（△は増加） △276,617 △2,116,170

仕入債務の増減額（△は減少） △208,213 △197,054

その他の資産の増減額（△は増加） △33,823 △7,788

その他の負債の増減額（△は減少） 54,162 280,775

その他 1,506 1,626

小計 226,610 △1,589,952

利息及び配当金の受取額 1,086 345

利息の支払額 △62,900 △49,928

営業外支払手数料の支払額 △3,458 △4,112

法人税等の支払額 △332,995 △227,543

営業活動によるキャッシュ・フロー △171,656 △1,871,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △44,901 △44,803

定期預金の払戻による収入 23,629 68,800

有形固定資産の取得による支出 △19,147 △39,028

有形固定資産の売却による収入 377 194

無形固定資産の取得による支出 △11,513 △4,839

貸付金の回収による収入 514 161

その他 △130 △240

投資活動によるキャッシュ・フロー △51,169 △19,755

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） △120,241 1,524,000

長期借入れによる収入 156,000 50,000

長期借入金の返済による支出 △136,961 △71,055

社債の償還による支出 △31,500 △31,500

新株予約権の行使による株式の発行による
収入

― 57,750

配当金の支払額 △20,251 △24,307

その他 ― △913

財務活動によるキャッシュ・フロー △152,953 1,503,973

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △375,779 △386,974

現金及び現金同等物の期首残高 1,089,211 2,127,973

現金及び現金同等物の四半期末残高 713,431 1,740,999
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　当第２四半期連結累計期間(自 平成27年１月１日 至 平成27年６月30日)

　該当事項はありません。

　
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　当第２四半期連結累計期間(自 平成27年１月１日 至 平成27年６月30日)

　該当事項はありません。

　
（セグメント情報等）

前第２四半期連結累計期間(自 平成26年１月１日 至 平成26年６月30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

(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 計

売上高

外部顧客への売上高 3,375,343 583,219 3,958,562 － 3,958,562

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 12,594 12,594 △12,594 －

計 3,375,343 595,813 3,971,156 △12,594 3,958,562

セグメント損益(△は損失) 878,676 △54,472 824,203 △277,055 547,148

(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△277,055千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利益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２四半期連結累計期間(自 平成27年１月１日 至 平成27年６月30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

(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 計

売上高

外部顧客への売上高 3,899,285 389,982 4,289,268 － 4,289,268

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 20,814 20,814 △20,814 －

計 3,899,285 410,797 4,310,083 △20,814 4,289,268

セグメント損益(△は損失) 816,037 △89,254 726,782 △332,083 394,698

(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△332,083千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利益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。
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４．補足情報

（１）受注、仕入及び販売の状況

① 受注実績

当第２四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメント 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 491,225 61.5 327,352 53.1

　 （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。

　

② 仕入実績

当第２四半期連結累計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメント 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 267 131.5 4,549,204 208.7

うち底地 234 125.8 2,391,382 165.8

うち居抜き物件 24 184.6 1,978,152 302.4

うち所有権 9 225.0 179,668 214.4

（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。

　

③ 販売実績

当第２四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメント 件数 前年同期比(％) 販売高(千円) 前年同期比(％)

不動産販売事業 171 114.8 3,899,285 115.5

うち底地 153 125.4 2,424,544 179.5

うち居抜き物件 10 66.7 1,009,664 69.1

うち所有権 8 66.7 280,492 70.5

その他の不動産販売事業 － － 184,584 111.4

建築事業 71 71.0 389,982 66.9

合計 － － 4,289,268 108.4

（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。

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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