
 

 

 

平成１９年４月２７日 

各 位  

 

会 社 名 株式会社 サン・ライフ 

代表者氏名  代表取締役 松居 克彦 

(ＪＡＳＤＡＱ・コード番号 ４６５６) 

問 合 せ 先  取締役経理部長 加藤 武嗣 

(ＴＥＬ ０４６３-２２-１２３３) 

 

 

過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出について 

 

当社は、過去に提出いたしました有価証券報告書及び半期報告書の自主点検を実施いたしました結果、

平成14年３月期と平成16年３月期から平成18年３月期における過去複数年度にわたり、記載事項の一部

に誤りがございましたので、過年度有価証券報告書等の適正性を図るために過去４期分（平成14年３月

期と平成16年３月期から平成18年３月期）の有価証券報告書の訂正報告書及び平成17年９月期の半期報

告書の訂正報告書を提出いたしました。 

つきましては、過年度の有価証券報告書及び半期報告書の訂正報告書を別添のとおり添付いたします。 

 

 

１．有価証券報告書及び半期報告書の訂正報告書の提出理由 

各期の提出報告書記載のとおり 

 

２．訂正事項 

各期の提出報告書記載のとおり 

 

３．訂正箇所 

各期の提出報告書記載のとおり 

 

 

 



  

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書 

【根拠条文】 証券取引法第24条の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成19年４月27日 

【事業年度】 第33期(自 平成13年４月１日 至 平成14年３月31日) 

【会社名】 株式会社サン・ライフ 

【英訳名】 SUN・LIFE CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  松 居 克 彦   

【本店の所在の場所】 神奈川県平塚市馬入本町13番11号 

【電話番号】 0463 (22) 1233 (代表) 

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長  加 藤 武 嗣 

【最寄りの連絡場所】 神奈川県平塚市馬入本町13番11号 

【電話番号】 0463 (22) 1233 (代表) 

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長  加 藤 武 嗣 

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所 

  (東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号) 



１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成14年６月26日に提出いたしました第33期(自 平成13年４月１日 至 平成14年３月31日)有価証券

報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提

出するものであります。 

  

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報 

 第５ 経理の状況 

  １ 連結財務諸表等 

   (1) 連結財務諸表 

     注記事項 

      関連当事者との取引 

  

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 



第一部 【企業情報】 

第５ 【経理の状況】 

１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

注記事項 

【関連当事者との取引】 

(訂正前) 

当連結会計年度(自 平成13年４月１日 至 平成14年３月31日) 

２ 役員及び個人主要株主等 
(単位：千円) 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 

事業の内容 
又は職業 

議決権等

の所有 
(被所有)割合

関係内容

取引の内容 取引金額 科目 期末残高役員の

兼任等 
事業上

の関係 

主要株主

(個人)及

びその近

親者 

竹内惠司 
神奈川

県平塚

市 
― 

当社代表取

締役㈱サカ

エヤ代表取

締役 

被所有

直接18.15％ 
間接33.18％ 

― ―

㈱サカエヤ

からの仏壇

店及び式典

部事務所の

賃借 
(注1) 

46,440 ― ―

竹内伸枝 
神奈川

県平塚

市 
― 

当社取締役 
㈱サカエヤ 
代表取締役 

被所有

直接11.93％ 
間接33.18％ 

― ― ― 
敷金 
保証金 

53,560

竹内惠司 
神奈川

県平塚

市 
― 

当社代表取

締役㈱サカ

エヤ代表取

締役 

被所有

直接18.15％ 
間接33.18％ 

― ―
竹内惠司及

び竹内伸枝

所有の不動

産購入 
(注2) 

6,561 ― ―

竹内伸枝 
神奈川

県平塚

市 
― 

当社取締役 
㈱サカエヤ 
代表取締役 

被所有

直接11.93％ 
間接33.18％ 

― ― 6,561 ― ―

役員及び

その近親

者 

竹内惠司 
神奈川

県平塚

市 
― 

当社代表取

締役㈱サカ

エヤ代表取

締役 

被所有

直接18.15％ 
間接33.18％ 

― ―

「主要株主(個人)及びその近親者」と重複

するため記載を省略しております。 

竹内伸枝 
神奈川

県平塚

市 
― 

当社取締役 
㈱サカエヤ 
代表取締役 

被所有

直接11.93％ 
間接33.18％ 

― ―

主要株主

(個人)及

びその近

親者が議

決権の過

半数を所

有してい

る会社等

( 当 該 会

社等の子

会社を含

む) 
㈱サカエ

ヤ 

神奈川

県平塚

市 
20,000 

不動産の賃

貸及び管理 
被所有

直接33.18％ 
兼任２名

建物の

賃借 

仏壇店及び

式典部事務

所の賃借 
(注3) 

「主要株主(個人)及びその近

親者」と重複するため記載を

省略しております。 役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会 社 等

( 当 該 会

社等の子

会社を含

む) 



取引条件及び取引条件の決定方針等 
(注) １ 竹内惠司、竹内伸枝が第三者(㈱サカエヤ)の代表者として行った取引であります。また、仏壇店及び式典部

事務所の賃料等については、不動産鑑定士の鑑定評価額に基づいて決定しております。 

２ 事業用資産として使用するためのものであり、不動産鑑定士の鑑定評価額に基づいて購入価額を決定してお

ります。 

３ 当社の主要株主及び役員である竹内惠司、竹内伸枝及びその近親者がそれぞれ議決権の41.5％、25.0％、

33.5％を直接所有しております。 

４ 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含んでおりません。 

  



  
(訂正後) 

当連結会計年度(自 平成13年４月１日 至 平成14年３月31日) 

２ 役員及び個人主要株主等 
(単位：千円) 

取引条件及び取引条件の決定方針等 
(注) １ 竹内惠司、竹内伸枝が第三者(㈱サカエヤ)の代表者として行った取引であります。また、仏壇店及び式典部

事務所の賃料等については、不動産鑑定士の鑑定評価額に基づいて決定しております。 

２ 竹内惠司、竹内伸枝が第三者(㈱サカエヤ)の代表者として行った取引であり、当社仕入先である債務者の要

請を受けて当社が㈱サカエヤより債権を譲り受けております。 

３ 事業用資産として使用するためのものであり、不動産鑑定士の鑑定評価額に基づいて購入価額を決定してお

ります。 

４ 当社の主要株主及び役員である竹内惠司、竹内伸枝及びその近親者がそれぞれ議決権の41.5％、25.0％、

33.5％を直接所有しております。 

５ 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含んでおりません。 

  

  

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 

事業の内容 
又は職業 

議決権等

の所有 
(被所有)割合

関係内容

取引の内容 取引金額 科目 期末残高役員の

兼任等 
事業上

の関係 

主要株主

(個人)及

びその近

親者 

竹内惠司 
神奈川

県平塚

市 
― 

当社代表取

締役㈱サカ

エヤ代表取

締役 

被所有

直接18.15％ 
間接33.18％ 

― ―

㈱サカエヤ

からの仏壇

店及び式典

部事務所の

賃借 
(注1) 

46,440 ― ―

竹内伸枝 
神奈川

県平塚

市 
― 

当社取締役 
㈱サカエヤ 
代表取締役 

被所有

直接11.93％ 
間接33.18％ 

― ―

― 
敷金 
保証金 

53,560

㈱サカエヤ

からの債権

譲受(注2) 
11,882 ― ―

竹内惠司 
神奈川

県平塚

市 
― 

当社代表取

締役㈱サカ

エヤ代表取

締役 

被所有

直接18.15％ 
間接33.18％ 

― ―
竹内惠司及

び竹内伸枝

所有の不動

産購入 
(注3) 

6,561 ― ―

竹内伸枝 
神奈川

県平塚

市 
― 

当社取締役 
㈱サカエヤ 
代表取締役 

被所有

直接11.93％ 
間接33.18％ 

― ― 6,561 ― ―

役員及び

その近親

者 

竹内惠司 
神奈川

県平塚

市 
― 

当社代表取

締役㈱サカ

エヤ代表取

締役 

被所有

直接18.15％ 
間接33.18％ 

― ―

「主要株主(個人)及びその近親者」と重複

するため記載を省略しております。 

竹内伸枝 
神奈川

県平塚

市 
― 

当社取締役 
㈱サカエヤ 
代表取締役 

被所有

直接11.93％ 
間接33.18％ 

― ―

主要株主

(個人)及

びその近

親者が議

決権の過

半数を所

有してい

る会社等

( 当 該 会

社等の子

会社を含

む) ㈱サカエ

ヤ(注4) 

神奈川

県平塚

市 
20,000 

不動産の賃

貸及び管理 
被所有

直接33.18％ 
兼任２名

建物の

賃借 

仏壇店及び

式典部事務

所の賃借 
「主要株主(個人)及びその近

親者」と重複するため記載を

省略しております。 役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会 社 等

( 当 該 会

社等の子

会社を含

む) 

債権譲受



  

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書 

【根拠条文】 証券取引法第24条の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成19年４月27日 

【事業年度】 第35期(自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日) 

【会社名】 株式会社サン・ライフ 

【英訳名】 SUN・LIFE CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  松 居 克 彦   

【本店の所在の場所】 神奈川県平塚市馬入本町13番11号 

【電話番号】 0463 (22) 1233 (代表) 

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長  加 藤 武 嗣 

【最寄りの連絡場所】 神奈川県平塚市馬入本町13番11号 

【電話番号】 0463 (22) 1233 (代表) 

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長  加 藤 武 嗣 

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所 

  (東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号) 



１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成16年６月23日に提出いたしました第35期(自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日)有価証券

報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提

出するものであります。 

  

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報 

 第２ 事業の状況 

  ４ 事業等のリスク 

  

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 



第一部 【企業情報】

第２ 【事業の状況】 

４ 【事業等のリスク】 

(訂正前) 

＜省略＞ 

  
１．当社グループの事業内容について 

 当社は、婚礼・宴会を中心とするホテル事業（ホテル・ブライダル事業）と、葬儀を中心とする式典事業（葬祭・法要

事業）を行っております。 

当社の連結子会社（持株比率100%）である株式会社サン・ライフメンバーズ（以下「同社」）は、メンバーズシステム

（互助会）事業を行っております。この互助会事業は、割賦販売法により「前払式特定取引（注１）」として規定され、

経済産業大臣の営業許可が必要とされております。この許可に基づき、同社は互助会の加入者（以下、「互助会加入者」

という）と、互助会契約（株式会社サン・ライフメンバーズ契約約款）を締結し、加入者の募集活動を行い、加入者より

毎月一定の月掛金の払込みを受けております。原則として掛金全納後、互助会加入者は冠婚葬祭の施行請求の権利を得

て、同社は冠婚葬祭の施行義務を負っています。 

 同社は当社と施行の斡旋契約を締結し、当社に互助会加入者の施行斡旋を行っております。当社は、この斡旋の対価と

して冠婚葬祭売上の12%を斡旋手数料として同社に支払っております。この料率は、同社が割賦販売法第20条の2第１項第

１号、割賦販売法施行規則第14条の3第1項において経常収支率100%以上の規制があるため、両者の採算を勘案して過去に

おいて数％の幅で変更を行っており、今後においてもこの料率は変更される可能性があります。 

また同社は、互助会加入者と取り交わした互助会契約が、期限の定めがなく、長期に渡る契約行為であるため、契約の

履行を将来ともに担保させるため、当社に対して保証金を差し入れております。当社は、当該預かり保証金を金融商品に

係る会計基準に基づき、財務諸表上「敷金保証金」として記載しております。 

  



 

（注１）前払式特定取引とは２ヶ月以上かつ３回以上にわたって会費等の名目で前払金を払うことによって、商品や政

令で指定されたサービスの提供を受ける取引の形態。 

（注２）互助会加入者の施行申し込みは、直接施行会社である株式会社サン・ライフに申し込まれる場合があります。 

  

２．法的規制について 

（１）割賦販売法の規制について 

当社の連結子会社である株式会社サン・ライフメンバーズの冠婚葬祭互助会事業は「割賦販売法」で前払式特定取引

業（注１）として同法の適用を受けることになっております。 
同法は、前払式特定取引の営業を経済産業大臣による許可制としているほか、事業者は同法の定めにより営業保証金

の供託、前払式特定取引前受金の保全義務、財産及び収支に関する報告書の提出、契約約款を変更した場合の届け出等

を行う必要があります。主な規制内容は以下の通りであります。 

  

①前払式特定取引前受金の保全義務 

毎年３月末、９月末の互助会員より徴収した掛金（前払式特定取引前受金）残高の２分の１に相当する金額につい

て、法務局への供託（現金及び国債等）及び保証会社と前受業務保証金供託委託契約を結ぶことにより保全措置を講じ

ております。 

  

＜以下省略＞ 

  



(訂正後) 

＜省略＞ 

  
１．当社グループの事業内容について 

 当社は、婚礼・宴会を中心とするホテル事業（ホテル・ブライダル事業）と、葬儀を中心とする式典事業（葬祭・法要

事業）を行っております。 

当社の連結子会社（持株比率100%）である株式会社サン・ライフメンバーズ他１社（以下「同社等」）は、メンバーズ

システム（互助会）事業を行っております。この互助会事業は、割賦販売法により「前払式特定取引（注１）」として規

定され、経済産業大臣の営業許可が必要とされております。この許可に基づき、同社等は互助会の加入者（以下、「互助

会加入者」という）と、互助会契約（株式会社サン・ライフメンバーズ契約約款等）を締結し、加入者の募集活動を行

い、加入者より毎月一定の月掛金の払込みを受けております。原則として掛金全納後、互助会加入者は冠婚葬祭の施行請

求の権利を得て、同社等は冠婚葬祭の施行義務を負っています。 

 同社等は当社と施行の斡旋契約を締結し、当社に互助会加入者の施行斡旋を行っております。当社は、この斡旋の対価

として冠婚葬祭売上の12%を斡旋手数料として同社等に支払っております。この料率は、同社等が割賦販売法第20条の2第

１項第１号、割賦販売法施行規則第14条の3第1項において経常収支率100%以上の規制があるため、両者の採算を勘案して

過去において数％の幅で変更を行っており、今後においてもこの料率は変更される可能性があります。 

また同社等は、互助会加入者と取り交わした互助会契約が、期限の定めがなく、長期に渡る契約行為であるため、契約

の履行を将来ともに担保させるため、当社に対して保証金を差し入れております。当社は、当該預かり保証金を金融商品

に係る会計基準に基づき、財務諸表上「関係会社預り保証金」として記載しております。 

  

 

（注１）前払式特定取引とは２ヶ月以上かつ３回以上にわたって会費等の名目で前払金を払うことによって、商品や政

令で指定されたサービスの提供を受ける取引の形態。 

（注２）互助会加入者の施行申し込みは、直接施行会社である株式会社サン・ライフに申し込まれる場合があります。 

  



２．法的規制について 

（１）割賦販売法の規制について 

当社の連結子会社である株式会社サン・ライフメンバーズ他１社の冠婚葬祭互助会事業は「割賦販売法」で前払式特

定取引業（注１）として同法の適用を受けることになっております。 
同法は、前払式特定取引の営業を経済産業大臣による許可制としているほか、事業者は同法の定めにより営業保証金

の供託、前払式特定取引前受金の保全義務、財産及び収支に関する報告書の提出、契約約款を変更した場合の届け出等

を行う必要があります。主な規制内容は以下の通りであります。 

  

①前払式特定取引前受金の保全義務 

毎年３月末、９月末の互助会員より徴収した掛金（前払式特定取引前受金）残高の２分の１に相当する金額につい

て、法務局への供託（現金及び国債等）及び保証会社等と前受業務保証金供託委託契約を結ぶことにより保全措置を講

じております。 

  

＜以下省略＞ 

  



  

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書 

【根拠条文】 証券取引法第24条の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成19年４月27日 

【事業年度】 第36期(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

【会社名】 株式会社サン・ライフ 

【英訳名】 SUN・LIFE CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  松 居 克 彦   

【本店の所在の場所】 神奈川県平塚市馬入本町13番11号 

【電話番号】 0463 (22) 1233 (代表) 

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長  加 藤 武 嗣 

【最寄りの連絡場所】 神奈川県平塚市馬入本町13番11号 

【電話番号】 0463 (22) 1233 (代表) 

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長  加 藤 武 嗣 

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所 

  (東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号) 



１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成17年６月27日に提出いたしました第36期(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)有価証券

報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提

出するものであります。 

  

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報 

 第２ 事業の状況 

  ４ 事業等のリスク 

 第４ 提出会社の状況 

  １ 株式等の状況 

   (2) 新株予約権等の状況 

 第５ 経理の状況 

  １ 連結財務諸表等 

   (1) 連結財務諸表 

    注記事項 

     (税効果会計関係) 

  ２ 財務諸表等 

   (1) 財務諸表 

    注記事項 

     (税効果会計関係) 

  

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 



第一部 【企業情報】

第２ 【事業の状況】 

４ 【事業等のリスク】 

(訂正前) 

＜省略＞ 

  
１．当社グループの事業内容について 

当社は、婚礼・宴会を中心とするホテル事業（ホテル・ブライダル事業）と、葬儀を中心とする式典事業（葬祭・法要事

業）を行っております。 

当社の連結子会社（持株比率100%）である株式会社サン・ライフメンバーズ（以下「同社」）は、メンバーズシステム

（互助会）事業を行っております。この互助会事業は、割賦販売法により「前払式特定取引（注１）」として規定され、

経済産業大臣の営業許可が必要とされております。この許可に基づき、同社は互助会の加入者（以下、「互助会加入者」

という）と、互助会契約（株式会社サン・ライフメンバーズ契約約款）を締結し、加入者の募集活動を行い、加入者より

毎月一定の月掛金の払込みを受けております。原則として掛金全納後、互助会加入者は冠婚葬祭の施行請求の権利を得

て、同社は冠婚葬祭の施行義務を負っています。 

 同社は当社と施行の斡旋契約を締結し、当社に互助会加入者の施行斡旋を行っております。当社は、この斡旋の対価と

して冠婚葬祭売上の12%を斡旋手数料として同社に支払っております。この料率は、同社が割賦販売法第20条の2第１項第

１号、割賦販売法施行規則第14条の3第1項において経常収支率100%以上の規制があるため、両者の採算を勘案して過去に

おいて数％の幅で変更を行っており、今後においてもこの料率は変更される可能性があります。 

また同社は、互助会加入者と取り交わした互助会契約が、期限の定めがなく、長期に渡る契約行為であるため、契約の

履行を将来ともに担保させるため、当社に対して保証金を差し入れております。当社は、当該預かり保証金を金融商品に

係る会計基準に基づき、財務諸表上「敷金保証金」として記載しております。 

  



 

（注１）前払式特定取引とは２ヶ月以上かつ３回以上にわたって会費等の名目で前払金を払うことによって、商品や政

令で指定されたサービスの提供を受ける取引の形態。 

（注２）互助会加入者の施行申し込みは、直接施行会社である株式会社サン・ライフに申し込まれる場合があります。 

  
２．法的規制について 

（１）割賦販売法の規制について 

当社の連結子会社である株式会社サン・ライフメンバーズの冠婚葬祭互助会事業は「割賦販売法」で前払式特定取引

業（注１）として同法の適用を受けることになっております。 
同法は、前払式特定取引の営業を経済産業大臣による許可制としているほか、事業者は同法の定めにより営業保証金

の供託、前払式特定取引前受金の保全義務、財産及び収支に関する報告書の提出、契約約款を変更した場合の届け出等

を行う必要があります。主な規制内容は以下の通りであります。 

  

①前払式特定取引前受金の保全義務 

毎年３月末、９月末の互助会員より徴収した掛金（前払式特定取引前受金）残高の２分の１に相当する金額につい

て、法務局への供託（現金及び国債等）及び保証会社と前受業務保証金供託委託契約を結ぶことにより保全措置を講じ

ております。 

  

＜以下省略＞ 

  



  
(訂正後) 

＜省略＞ 

  
１．当社グループの事業内容について 

当社は、婚礼・宴会を中心とするホテル事業（ホテル・ブライダル事業）と、葬儀を中心とする式典事業（葬祭・法要事

業）を行っております。 

当社の連結子会社（持株比率100%）である株式会社サン・ライフメンバーズ他１社（以下「同社等」）は、メンバーズ

システム（互助会）事業を行っております。この互助会事業は、割賦販売法により「前払式特定取引（注１）」として規

定され、経済産業大臣の営業許可が必要とされております。この許可に基づき、同社等は互助会の加入者（以下、「互助

会加入者」という）と、互助会契約（株式会社サン・ライフメンバーズ契約約款等）を締結し、加入者の募集活動を行

い、加入者より毎月一定の月掛金の払込みを受けております。原則として掛金全納後、互助会加入者は冠婚葬祭の施行請

求の権利を得て、同社等は冠婚葬祭の施行義務を負っています。 

 同社等は当社と施行の斡旋契約を締結し、当社に互助会加入者の施行斡旋を行っております。当社は、この斡旋の対価

として冠婚葬祭売上の12%を斡旋手数料として同社等に支払っております。この料率は、同社等が割賦販売法第20条の2第

１項第１号、割賦販売法施行規則第14条の3第1項において経常収支率100%以上の規制があるため、両者の採算を勘案して

過去において数％の幅で変更を行っており、今後においてもこの料率は変更される可能性があります。 

また同社等は、互助会加入者と取り交わした互助会契約が、期限の定めがなく、長期に渡る契約行為であるため、契約

の履行を将来ともに担保させるため、当社に対して保証金を差し入れております。当社は、当該預かり保証金を金融商品

に係る会計基準に基づき、財務諸表上「関係会社預り保証金」として記載しております。 

  

 
（注１）前払式特定取引とは２ヶ月以上かつ３回以上にわたって会費等の名目で前払金を払うことによって、商品や政

令で指定されたサービスの提供を受ける取引の形態。 

（注２）互助会加入者の施行申し込みは、直接施行会社である株式会社サン・ライフに申し込まれる場合があります。 

  



２．法的規制について 

（１）割賦販売法の規制について 

当社の連結子会社である株式会社サン・ライフメンバーズ他１社の冠婚葬祭互助会事業は「割賦販売法」で前払式特

定取引業（注１）として同法の適用を受けることになっております。 
同法は、前払式特定取引の営業を経済産業大臣による許可制としているほか、事業者は同法の定めにより営業保証金

の供託、前払式特定取引前受金の保全義務、財産及び収支に関する報告書の提出、契約約款を変更した場合の届け出等

を行う必要があります。主な規制内容は以下の通りであります。 

  

①前払式特定取引前受金の保全義務 

毎年３月末、９月末の互助会員より徴収した掛金（前払式特定取引前受金）残高の２分の１に相当する金額につい

て、法務局への供託（現金及び国債等）及び保証会社等と前受業務保証金供託委託契約を結ぶことにより保全措置を講

じております。 

  

＜以下省略＞ 

  

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(2) 【新株予約権等の状況】 

(訂正前) 

当社は、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しております。 
  

  

＜以下省略＞ 

  

株主総会の特別決議日(平成14年６月25日) 

  事業年度末現在 

(平成17年３月31日) 

提出日の前月末現在 

(平成17年５月31日) 

新株予約権の数(個)   1,606 (注)１ 1,419 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株)    160,600 (注)２ 141,900 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり1,311(注)３ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年７月１日～
平成20年６月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 
発行価格 1,311
資本組入額  656 

同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当てを受けた者

(以下、「新株予約権者」とい

う。)は、権利行使時において、

当社又は当社子会社の取締役、従

業員又はパート人員並びに関係法

人職員の地位にあることを要す

る。ただし、当社の取締役会が特

に認めた場合は、これと異なる条

件で権利を行使することが出来

る。また、その他の条件について

は、取締役会決議に基づき、当社

と新株予約権者との間で締結する

契約の定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、取締

役会の承認を要する。 
同左 



  
(訂正後) 

当社は、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しております。 
  

  

＜以下省略＞ 

  

株主総会の特別決議日(平成14年６月25日) 

  事業年度末現在 

(平成17年３月31日) 

提出日の前月末現在 

(平成17年５月31日) 

新株予約権の数(個)   1,455 (注)１ 1,419 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株)    145,500 (注)２ 141,900 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり1,311(注)３ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年７月１日～
平成20年６月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 
発行価格 1,311
資本組入額  656 

同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当てを受けた者

(以下、「新株予約権者」とい

う。)は、権利行使時において、

当社又は当社子会社の取締役、従

業員又はパート人員並びに関係法

人職員の地位にあることを要す

る。ただし、当社の取締役会が特

に認めた場合は、これと異なる条

件で権利を行使することが出来

る。また、その他の条件について

は、取締役会決議に基づき、当社

と新株予約権者との間で締結する

契約の定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、取締

役会の承認を要する。 
同左 



第５ 【経理の状況】 

１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

注記事項 

(税効果会計関係) 

(訂正前) 

  
  

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

  

(繰延税金資産)   
未払事業税 22,391千円

投資有価証券評価損 178,543千円

貸倒引当金 25,211千円

賞与引当金 23,434千円

施設利用権評価損 4,411千円

退職給付引当金 14,839千円

減価償却超過額 55,845千円

出資金評価損 13,208千円

役員退職慰労引当金 105,062千円

その他 18,611千円

繰延税金資産合計 461,558千円

    
(繰延税金負債)   
その他有価証券評価差額金 28,962千円

繰延税金資産純額 432,596千円

１繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

(繰延税金資産)   
未払事業税 10,186千円

投資有価証券評価損 172,716千円

貸倒引当金 29,838千円

賞与引当金 29,608千円

施設利用権評価損 4,411千円

退職給付引当金 26,262千円

減損損失 223,006千円

減価償却超過額 38,030千円

出資金評価損 13,570千円

役員退職慰労引当金 120,044千円

その他 16,201千円

繰延税金資産合計 683,877千円

    
(繰延税金負債)   
その他有価証券評価差額金 25,615千円

繰延税金資産純額 658,261千円

２法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との差異の

原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率  
(調整) 41.4％

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.3％

住民税均等割 0.3％

留保金課税 0.2％

その他 △1.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.0％

２法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目の内訳 

当期純損失を計上しているため記載を省略しており

ます。 

  



(訂正後) 

  

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

  

(繰延税金資産)   
未払事業税 22,391千円

投資有価証券評価損 178,543千円

貸倒引当金 25,211千円

賞与引当金 23,434千円

施設利用権評価損 4,411千円

退職給付引当金 14,839千円

減価償却超過額 55,845千円

出資金評価損 13,208千円

役員退職慰労引当金 105,062千円

その他 18,611千円

繰延税金資産合計 461,558千円

    
(繰延税金負債)   
その他有価証券評価差額金 28,962千円

繰延税金資産純額 432,596千円

１繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

(繰延税金資産)   
未払事業税 10,186千円

投資有価証券評価損 172,716千円

貸倒引当金 29,838千円

賞与引当金 29,608千円

借地権評価損 62,867千円

施設利用権評価損 4,411千円

退職給付引当金 26,262千円

減損損失 887,756千円

減価償却超過額 38,030千円

出資金評価損 13,570千円

役員退職慰労引当金 120,044千円

その他 16,201千円

繰延税金資産小計 1,411,494千円

評価性引当額 △727,617千円

繰延税金資産合計 683,877千円

    
(繰延税金負債)   
その他有価証券評価差額金 25,615千円

繰延税金資産純額 658,261千円

２法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との差異の

原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率  
(調整) 41.4％

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.3％

住民税均等割 0.3％

留保金課税 0.2％

その他 △1.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.0％

２法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目の内訳 

当期純損失を計上しているため記載を省略しており

ます。 

  



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

注記事項 

(税効果会計関係) 

(訂正前) 

  

前事業年度 
(平成16年３月31日) 

当事業年度 
(平成17年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  (繰延税金資産)  

  (繰延税金負債)  

  

  未払事業税 12,856千円

  貸倒引当金 19,769千円

  賞与引当金 12,030千円

  退職給付引当金   6,784千円

  役員退職慰労引当金 105,062千円

  減価償却超過額 55,845千円

  施設利用権評価損 4,411千円

  出資金評価損 13,208千円

  その他 11,052千円

  繰延税金資産合計 241,018千円

  その他有価証券評価差額金 15,002千円

  繰延税金負債合計 15,002千円

  繰延税金資産の純額 226,016千円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  (繰延税金資産)  

  (繰延税金負債)  

  貸倒引当金 23,498千円

  賞与引当金 14,035千円

 退職給付引当金  19,197千円

 役員退職慰労引当金 120,044千円

    減損損失 222,097千円

  減価償却超過額 38,030千円

  施設利用権評価損 4,411千円

  出資金評価損 13,570千円

  未収還付事業税 △1,992千円

  その他 9,947千円

  繰延税金資産合計 462,839千円

  その他有価証券評価差額金 18,655千円

  繰延税金負債合計 18,655千円

  繰延税金資産の純額 444,183千円

２ 法定実行税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

  
法定実行税率 41.4％

（調整）  
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.8％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.1％

住民税均等割等 0.3％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.3％

２ 法定実行税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

当期純損失を計上しているため記載を省略してお

ります。 

  
  



(訂正後) 

  

前事業年度 
(平成16年３月31日) 

当事業年度 
(平成17年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  (繰延税金資産)  

  (繰延税金負債)  

  

  未払事業税 12,856千円

  貸倒引当金 19,769千円

  賞与引当金 12,030千円

  退職給付引当金   6,784千円

  役員退職慰労引当金 105,062千円

  減価償却超過額 55,845千円

  施設利用権評価損 4,411千円

  出資金評価損 13,208千円

  その他 11,052千円

  繰延税金資産合計 241,018千円

  その他有価証券評価差額金 15,002千円

  繰延税金負債合計 15,002千円

  繰延税金資産の純額 226,016千円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  (繰延税金資産)  

  (繰延税金負債)  

  貸倒引当金 23,498千円

  賞与引当金 14,035千円

 退職給付引当金  19,197千円

 役員退職慰労引当金 120,044千円

    減損損失 883,927千円

  減価償却超過額 38,030千円

  借地権評価額 62,867千円

  施設利用権評価損 4,411千円

  出資金評価損 13,570千円

  未収還付事業税 △1,992千円

  その他 9,947千円

  繰延税金資産小計 1,187,536千円

  評価性引当額 △724,697千円

  繰延税金資産合計 462,839千円

  その他有価証券評価差額金 18,655千円

  繰延税金負債合計 18,655千円

  繰延税金資産の純額 444,183千円

２ 法定実行税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

  
法定実行税率 41.4％

（調整）  
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.8％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.1％

住民税均等割等 0.3％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.3％

２ 法定実行税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

当期純損失を計上しているため記載を省略してお

ります。 

  
  



  

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書 

【根拠条文】 証券取引法第24条の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成19年４月27日 

【事業年度】 第37期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

【会社名】 株式会社サン・ライフ 

【英訳名】 SUN・LIFE CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  松 居 克 彦   
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【電話番号】 0463 (22) 1233 (代表) 

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長  加 藤 武 嗣 

【最寄りの連絡場所】 神奈川県平塚市馬入本町13番11号 

【電話番号】 0463 (22) 1233 (代表) 

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長  加 藤 武 嗣 

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所 

  (東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号) 



１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成18年６月28日に提出いたしました第37期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)有価証券

報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提

出するものであります。 

  

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報 

 第２ 事業の状況 

  １ 業績等の概要 

  ２ 生産、受注及び販売の状況 

  ４ 事業等のリスク 

 第３ 設備の状況 

  １ 設備投資等の概要 

  ３ 設備の新設、除却等の計画 

 第４ 提出会社の状況 

  １ 株式等の状況 

   (2) 新株予約権等の状況 

  ５ 役員の状況 

  ６ コーポレート・ガバナンスの状況 

 第５ 経理の状況 

  １ 連結財務諸表等 

   (1) 連結財務諸表 

     注記事項 

      (税効果会計関係) 

       関連当事者との取引 

  ２ 財務諸表等 

   (1) 財務諸表 

     注記事項 

      (税効果会計関係) 

  

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 



第一部 【企業情報】 

第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

(訂正前) 

  

＜省略＞ 

  
式典事業（葬祭・法要事業） 

平成16年8月にオープンした橋本総合ホールが本格稼動すると共に、ご葬儀の内容と価格の透明性をアピールした

広告宣伝の積極的な実施により、施行件数は前年を上回りました。また、価格の透明性と商品内容の充実、スタッフ

の企画提案力の向上により、施行単価も改善いたしました。 

これらの結果、当部門の売上高は5,313百万円（前期比3.3％増）、営業利益は1,253百万円（前期比8.2％増）とな

りました。 

  

＜以下省略＞ 

  

(訂正後) 

  

＜省略＞ 

  
式典事業（葬祭・法要事業） 

平成16年7月にオープンした橋本総合ホールが本格稼動すると共に、ご葬儀の内容と価格の透明性をアピールした

広告宣伝の積極的な実施により、施行件数は前年を上回りました。また、価格の透明性と商品内容の充実、スタッフ

の企画提案力の向上により、施行単価も改善いたしました。 

これらの結果、当部門の売上高は5,313百万円（前期比3.3％増）、営業利益は1,253百万円（前期比8.2％増）とな

りました。 

  

＜以下省略＞ 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(訂正前) 

売上実績 

当連結会計年度における売上実績を、事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりです。 

  

  

(訂正後) 

売上実績 

当連結会計年度における売上実績を、事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりです。 

  

  

事業の種類別セグメント 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

売上高(千円) 前年同期比(％) 

     
     
     

式典事業     

湘南葬祭グループ 2,192,820 △2.5 

県央葬祭グループ 1,839,077 10.9 

多摩葬祭グループ 1,281,875 3.6 

式典事業売上高 5,313,774 3.3 

     
     
     

合計 9,267,082 0.4 

事業の種類別セグメント 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

売上高(千円) 前年同期比(％) 

     
     
     

式典事業     

湘南葬祭グループ 2,192,820 △2.5 

県央葬祭グループ 1,839,077 10.9 

西東京葬祭グループ 1,281,875 3.6 

式典事業売上高 5,313,774 3.3 

     
     
     

合計 9,267,082 0.4 



４ 【事業等のリスク】 

(訂正前) 

  

＜省略＞ 

  
１．当社グループの事業内容について 

当社は、婚礼・宴会を中心とするホテル事業（ホテル・ブライダル事業）と、葬儀を中心とする式典事業（葬祭・法

要事業）を行っております。 

当社の連結子会社である株式会社サン・ライフメンバーズ（以下「同社」）は、メンバーズシステム（互助会）事業

を行っております。この互助会事業は、割賦販売法により「前払式特定取引（注１）」として規定され、経済産業大臣

の営業許可が必要とされております。この許可に基づき、同社は互助会の加入者（以下、「互助会加入者」という）

と、互助会契約（株式会社サン・ライフメンバーズ契約約款）を締結し、加入者の募集活動を行い、加入者より毎月一

定の月掛金の払込みを受けております。原則として掛金全納後、互助会加入者は冠婚葬祭の施行請求の権利を得て、同

社は冠婚葬祭の施行義務を負っています。 

 同社は当社と施行の斡旋契約を締結し、当社に互助会加入者の施行斡旋を行っております。当社は、この斡旋の対

価として冠婚葬祭売上の12%を斡旋手数料として同社に支払っております。この料率は、同社が割賦販売法第20条の2第

１項第１号、割賦販売法施行規則第14条の3第1項において経常収支率100%以上の規制があるため、両者の採算を勘案し

て過去において数％の幅で変更を行っており、今後においてもこの料率は変更される可能性があります。 

また同社は、互助会加入者と取り交わした互助会契約が、期限の定めがなく、長期に渡る契約行為であるため、契約

の履行を将来ともに担保させるため、当社に対して保証金を差し入れております。当社は、当該預り保証金を「金融商

品に係る会計基準」に基づき、財務諸表上「関係会社預り保証金」として記載しております。 

  

 
  



（注１）前払式特定取引とは２ヶ月以上かつ３回以上にわたって会費等の名目で前払金を払うことによって、商品や政

令で指定されたサービスの提供を受ける取引の形態。 

（注２）互助会加入者の施行申し込みは、直接施行会社である株式会社サン・ライフに申し込まれる場合があります。

  
２．法的規制について 

（１）割賦販売法の規制について 

当社の連結子会社である株式会社サン・ライフメンバーズの冠婚葬祭互助会事業は「割賦販売法」で前払式特定取

引業（注１）として同法の適用を受けることになっております。 

同法は、前払式特定取引の営業を経済産業大臣による許可制としているほか、事業者は同法の定めにより営業保証

金の供託、前払式特定取引前受金の保全義務、財産及び収支に関する報告書の提出、契約約款を変更した場合の届出

等を行う必要があります。主な規制内容は以下のとおりであります。 

  

①前払式特定取引前受金の保全義務 

毎年３月末、９月末の互助会員より徴収した掛金（前払式特定取引前受金）残高の２分の１に相当する金額につい

て、法務局への供託（現金及び国債等）及び保証会社と前受業務保証金供託委託契約を結ぶことにより保全措置を講

じております。 

  

＜以下省略＞ 

  



  
(訂正後) 

  
＜省略＞ 

  
１．当社グループの事業内容について 

当社は、婚礼・宴会を中心とするホテル事業（ホテル・ブライダル事業）と、葬儀を中心とする式典事業（葬祭・法

要事業）を行っております。 

当社の連結子会社である株式会社サン・ライフメンバーズ他１社（以下「同社等」）は、メンバーズシステム（互助

会）事業を行っております。この互助会事業は、割賦販売法により「前払式特定取引（注１）」として規定され、経済

産業大臣の営業許可が必要とされております。この許可に基づき、同社等は互助会の加入者（以下、「互助会加入者」

という）と、互助会契約（株式会社サン・ライフメンバーズ契約約款等）を締結し、加入者の募集活動を行い、加入者

より毎月一定の月掛金の払込みを受けております。原則として掛金全納後、互助会加入者は冠婚葬祭の施行請求の権利

を得て、同社等は冠婚葬祭の施行義務を負っています。 

 同社等は当社と施行の斡旋契約を締結し、当社に互助会加入者の施行斡旋を行っております。当社は、この斡旋の

対価として冠婚葬祭売上の12%を斡旋手数料として同社等に支払っております。この料率は、同社等が割賦販売法第20

条の2第１項第１号、割賦販売法施行規則第14条の3第1項において経常収支率100%以上の規制があるため、両者の採算

を勘案して過去において数％の幅で変更を行っており、今後においてもこの料率は変更される可能性があります。 

また同社等は、互助会加入者と取り交わした互助会契約が、期限の定めがなく、長期に渡る契約行為であるため、契

約の履行を将来ともに担保させるため、当社に対して保証金を差し入れております。当社は、当該預り保証金を「金融

商品に係る会計基準」に基づき、財務諸表上「関係会社預り保証金」として記載しております。 

  

 
  



（注１）前払式特定取引とは２ヶ月以上かつ３回以上にわたって会費等の名目で前払金を払うことによって、商品や政

令で指定されたサービスの提供を受ける取引の形態。 

（注２）互助会加入者の施行申し込みは、直接施行会社である株式会社サン・ライフに申し込まれる場合があります。

  
２．法的規制について 

（１）割賦販売法の規制について 

当社の連結子会社である株式会社サン・ライフメンバーズ他１社の冠婚葬祭互助会事業は「割賦販売法」で前払式

特定取引業（注１）として同法の適用を受けることになっております。 

同法は、前払式特定取引の営業を経済産業大臣による許可制としているほか、事業者は同法の定めにより営業保証

金の供託、前払式特定取引前受金の保全義務、財産及び収支に関する報告書の提出、契約約款を変更した場合の届出

等を行う必要があります。主な規制内容は以下のとおりであります。 

  

①前払式特定取引前受金の保全義務 

毎年３月末、９月末の互助会員より徴収した掛金（前払式特定取引前受金）残高の２分の１に相当する金額につい

て、法務局への供託（現金及び国債等）及び保証会社等と前受業務保証金供託委託契約を結ぶことにより保全措置を

講じております。 

  

＜以下省略＞ 

  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

(訂正前) 

  

＜省略＞ 

  

その他の事業 

その他の事業では、有料老人ホーム建設用地の取得196百万円と温泉のボーリング費用100百万円を中心に設備投資を

行いました。 

重要な設備の除却・売却等について、特記すべき事項はありません。 

  
(訂正後) 

  

＜省略＞ 

  

その他の事業 

その他の事業では、有料老人ホーム建設用地の取得196百万円と温泉のボーリング費用90百万円を中心に設備投資を

行いました。 

重要な設備の除却・売却等について、特記すべき事項はありません。 

  



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

（1）重要な設備の新設等 

(訂正前) 

  

(訂正後) 

  

会社
名 

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別
セグメントの

名称 

設備の 
内 容 

投資予定金額

資金調達方法

着手及び完了予定 
完成後の
増加能力総額

(千円) 
既支払額
(千円) 

着手 完了 

提
出
会
社 

ザ・ウ イ ン
グス(神奈川
県 海 老 名
市) 

ホテル事業 宴会場改装 102,000 7,500 自己資金
平成18年
３月 

平成18年
９月 

施設利便
性の向上

しぶさわホ
ー ル（神 奈
川 県 秦 野
市） 

式典事業 総合ホール 290,000 272,698 自己資金
平成17年
12月 

平成18年
４月 

施行件数
年間120件

サ ン・ラ イ
フ 
サカエヤ・
ホール 
(神奈川県
平塚市) 

式典事業 総合ホール 711,000 323,280 自己資金
平成17年
７月 

平成18年
６月 

施行件数
年間60件

仮称リバー
サイド有料
老人ホーム 
(神奈川県
平塚市) 

その他の事
業 

有料老人ホ
ーム 

1,400,000 216,000 自己資金
平成19年
１月 

平成21年
３月 

介護事業
の充実 

会社
名 

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別
セグメントの

名称 

設備の 
内 容 

投資予定金額

資金調達方法

着手及び完了予定 
完成後の
増加能力総額

(千円) 
既支払額
(千円) 

着手 完了 

提
出
会
社 

ザ・ウ イ ン
グス(神奈川
県 海 老 名
市) 

ホテル事業 宴会場改装 102,000 7,500 自己資金
平成18年
３月 

平成18年
９月 

施設利便
性の向上

しぶさわホ
ー ル（神 奈
川 県 秦 野
市） 

式典事業 総合ホール 290,000 272,698 自己資金
平成17年
12月 

平成18年
４月 

施行件数
年間120件

サ ン・ラ イ
フ 
サカエヤ・
ホール 
(神奈川県
平塚市) 

式典事業 総合ホール 711,000 323,280 自己資金
平成17年
７月 

平成18年
６月 

施行件数
年間60件

仮称リバー
サイド有料
老人ホーム 
(神奈川県
平塚市) 

その他の事
業 

有料老人ホ
ーム 

1,400,000 216,000 自己資金
平成19年
１月 

平成20年
３月 

介護事業
の充実 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(2) 【新株予約権等の状況】 

(訂正前) 

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は以下のとおりであります。
  

（注) 省略 

株主総会の特別決議日(平成14年６月25日) 

  事業年度末現在 

(平成18年３月31日) 

提出日の前月末現在 

(平成18年５月31日) 

新株予約権の数(個)     767 (注)１ 767（注）１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株)    76,700 (注)２ 147,400（注）２、４ 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり1,311(注)３ １株当たり656（注）３、４ 

新株予約権の行使期間 
平成16年７月１日～
平成20年６月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 
発行価格 1,311
資本組入額  656 

発行価格   656 
資本組入額  328 

(注)４ 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当てを受けた者

(以下、「新株予約権者」とい

う。)は、権利行使時において、

当社又は当社子会社の取締役、従

業員又はパート人員並びに関係法

人職員の地位にあることを要す

る。ただし、当社の取締役会が特

に認めた場合は、これと異なる条

件で権利を行使することが出来

る。また、その他の条件について

は、取締役会決議に基づき、当社

と新株予約権者との間で締結する

契約の定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、取締

役会の承認を要する。 
同左 



  

  

＜以下省略＞ 

  

株主総会の特別決議日（平成17年６月22日） 

  事業年度末現在
（平成18年３月31日） 

提出日の前月末現在
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 540（注）１      540（注）１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）        54,000（注）１  108,000（注）１、３ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり1,850（注）２ １株当たり925（注）２、３ 

新株予約権の行使期間 平成20年7月1日～平成22年3月31日 同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  1,850
資本組入額  925 

発行価格  925 
資本組入額 463 

(注)３

新株予約権の行使の条件 ①新株予約権の割当てを受けた者
（以 下「新 株 予 約 権 者」と い
う。）は権利行使時においても、
当社並びに当社子会社の取締役、
従業員の地位にあることを要する
ものとする。ただし、新株予約権
者が、定年・任期満了による退
任・退職、または会社都合により
これらの地位を失った場合はこの
限りではない。 

②新株予約権者が死亡した場合は、
相続を認めないものとする。 

③新株予約権の譲渡、質入れその他
一切の処分は認めないものとす
る。 

④その他の権利行使にあたっての手
続き等具体的細目については、当
社が新株予約権者との間で締結す
る新株予約権割当契約書の定めに
従うものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役
会の承認を要する。 

同左 



(訂正後) 

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は以下のとおりであります。
  

（注) 省略 

株主総会の特別決議日(平成14年６月25日) 

  事業年度末現在 

(平成18年３月31日) 

提出日の前月末現在 

(平成18年５月31日) 

新株予約権の数(個)     762 (注)１ 1,464（注）１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株)    76,200 (注)２ 146,400（注）２、４ 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり1,311(注)３ １株当たり656（注）３、４ 

新株予約権の行使期間 
平成16年７月１日～
平成20年６月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 
発行価格 1,311
資本組入額  656 

発行価格   656 
資本組入額  328 

(注)４ 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当てを受けた者

(以下、「新株予約権者」とい

う。)は、権利行使時において、

当社又は当社子会社の取締役、従

業員又はパート人員並びに関係法

人職員の地位にあることを要す

る。ただし、当社の取締役会が特

に認めた場合は、これと異なる条

件で権利を行使することが出来

る。また、その他の条件について

は、取締役会決議に基づき、当社

と新株予約権者との間で締結する

契約の定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、取締

役会の承認を要する。 
同左 



  

  

＜以下省略＞ 

  

株主総会の特別決議日（平成17年６月22日） 

  事業年度末現在
（平成18年３月31日） 

提出日の前月末現在
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 540（注）１ 1,080（注）１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）        54,000（注）１  108,000（注）１、３ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり1,850（注）２ １株当たり925（注）２、３ 

新株予約権の行使期間 平成20年7月1日～平成22年3月31日 同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  1,850
資本組入額  925 

発行価格  925 
資本組入額 463 

(注)３

新株予約権の行使の条件 ①新株予約権の割当てを受けた者
（以 下「新 株 予 約 権 者」と い
う。）は権利行使時においても、
当社並びに当社子会社の取締役、
従業員の地位にあることを要する
ものとする。ただし、新株予約権
者が、定年・任期満了による退
任・退職、または会社都合により
これらの地位を失った場合はこの
限りではない。 

②新株予約権者が死亡した場合は、
相続を認めないものとする。 

③新株予約権の譲渡、質入れその他
一切の処分は認めないものとす
る。 

④その他の権利行使にあたっての手
続き等具体的細目については、当
社が新株予約権者との間で締結す
る新株予約権割当契約書の定めに
従うものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役
会の承認を要する。 

同左 



  
５ 【役員の状況】 

(訂正前) 

(注) １ 取締役田中道信、井上和弘、寺村久義の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２ 監査役瀬川輝武、買原唯光、鈴木彰の３氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

３ 取締役相談役竹内伸枝は、代表取締役会長竹内惠司の配偶者であります。 

４ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な

人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。 

  執行役員は４名で、西東京事業部長舟津治夫、県央事業部ザ・ウイングス総支配人原田修吾、西東京事業部

式典グループ総支配人鈴木康生、県央事業部式典グループ総支配人加藤裕二で構成されております。 

  

(訂正後) 

(注) １ 取締役田中道信、井上和弘、寺村久義の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２ 監査役瀬川輝武、買原唯光、鈴木彰の３氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

３ 取締役相談役竹内伸枝は、代表取締役会長竹内惠司の配偶者であります。 

４ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な

人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。 

  執行役員は５名で、管理本部長石野寛、西東京事業部長舟津治夫、県央事業部ザ・ウイングス総支配人原田

修吾、西東京事業部式典グループ総支配人鈴木康生、県央事業部式典グループ総支配人加藤裕二で構成され

ております。 

  



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

（３）リスク管理体制の整備の状況 

(訂正前) 

当社は、業務に関わる全てのリスクについて、適切に管理することにより、安定的な収益の確保と健全な

経営基盤の確立を課題としております。これに対応するため、各リスク毎の管理担当部署でのリスクの測

定、管理手法の研究等を行っており、リスク管理の統括部署である経営企画管理部において、全てのリスク

の管理を行っております。 

また、リスクの所在を明確にし、共通の認識を図るために、社長、取締役、常勤監査役、各事業部門担当

者の集まる「幹部会議」において、各リスクの現状を分析し、報告するとともに、短期的、中期的課題を明

確にし、今後の対応策について検討を行っております。 

  

(訂正後) 

当社は、業務に関わる全てのリスクについて、適切に管理することにより、安定的な収益の確保と健全な

経営基盤の確立を課題としております。これに対応するため、各リスク毎の管理担当部署でのリスクの測

定、管理手法の研究等を行っており、リスク管理の統括部署である総務部において、全てのリスクの管理を

行っております。 

また、リスクの所在を明確にし、共通の認識を図るために、社長、取締役、常勤監査役、各事業部門担当

者の集まる「幹部会議」において、各リスクの現状を分析し、報告するとともに、短期的、中期的課題を明

確にし、今後の対応策について検討を行っております。 

  



第５ 【経理の状況】 

１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

注記事項 

(税効果会計関係) 

(訂正前) 

  
  

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

(繰延税金資産)   
未払事業税 10,186千円 

投資有価証券評価損 172,716千円 

貸倒引当金損金算入限度超過額 29,838千円 

賞与引当金損金算入限度超過額 29,608千円 

施設利用権評価損 4,411千円 

退職給付引当金損金算入限度 

超過額 
26,262千円 

減損損失 223,006千円 

減価償却超過額 38,030千円 

出資金評価損 13,570千円 

役員退職慰労引当金 120,044千円 

その他 16,201千円 

繰延税金資産合計 683,877千円 

    
(繰延税金負債)   
その他有価証券評価差額金 25,615千円 

繰延税金資産純額 658,261千円 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産)   
未払事業税 28,346千円 

投資有価証券評価損 9,721千円 

貸倒引当金損金算入限度超過額 35,439千円 

賞与引当金損金算入限度超過額 26,297千円 

施設利用権評価損 4,411千円 

退職給付引当金損金算入限度 

超過額 
27,817千円 

減損損失 140,204千円 

減価償却超過額 51,540千円 

出資金評価損 11,423千円 

役員退職慰労引当金 

繰越欠損金 

119,812千円 

69,957千円 

その他 10,872千円 

繰延税金資産合計 535,845千円 

    
(繰延税金負債)   
その他有価証券評価差額金 21,818千円 

繰延税金資産純額 514,026千円 

 

  
  

  

（注）上記以外に評価性引当金の対象とした金額が 

872,173千円（減損損失853,989千円及び税務上の

繰越欠損金18,184千円）あります。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目の内訳 

当期純損失を計上しているため記載を省略してお

ります。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目の内訳 

法定実効税率 40.1％ 

（調整）   
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.1％ 

繰延税金資産取崩 3.6％ 

その他 0.8％ 

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△0.1％ 

  
税効果会計適用後の法人税等の実効税率 45.5％ 



  
(訂正後) 

  
  

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

(繰延税金資産)   
未払事業税 10,186千円 

投資有価証券評価損 172,716千円 

貸倒引当金損金算入限度超過額 29,838千円 

賞与引当金損金算入限度超過額 29,608千円 

借地権評価損 62,867千円 

施設利用権評価損 4,411千円 

退職給付引当金損金算入限度 

超過額 
26,262千円 

減損損失 887,756千円 

減価償却超過額 38,030千円 

出資金評価損 13,570千円 

役員退職慰労引当金 120,044千円 

その他 16,201千円 

繰延税金資産小計 1,411,494千円 

評価性引当額 △727,617千円 

繰延税金資産合計 683,877千円 

    
(繰延税金負債)   
その他有価証券評価差額金 25,615千円 

繰延税金資産純額 658,261千円 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産)   
未払事業税 28,346千円 

投資有価証券評価損 9,721千円 

貸倒引当金損金算入限度超過額 35,439千円 

賞与引当金損金算入限度超過額 26,297千円 

借地権評価損 62,867千円 

施設利用権評価損 4,411千円 

退職給付引当金損金算入限度 

超過額 
27,817千円 

減損損失 849,189千円 

減価償却超過額 51,540千円 

出資金評価損 11,423千円 

役員退職慰労引当金 

繰越欠損金 

119,812千円 

70,774千円 

その他 10,872千円 

繰延税金資産小計 1,308,514千円 

評価性引当額 △772,669千円 

繰延税金資産合計 535,845千円 

    
(繰延税金負債)   
その他有価証券評価差額金 21,818千円 

繰延税金資産純額 514,026千円 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目の内訳 

当期純損失を計上しているため記載を省略してお

ります。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目の内訳 

法定実効税率 40.1％ 

（調整）   
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.1％ 

繰延税金資産取崩 3.6％ 

その他 0.8％ 

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△0.1％ 

  
税効果会計適用後の法人税等の実効税率 45.5％ 



【関連当事者との取引】 

(訂正前) 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ 役員及び個人主要株主等 

  

取引条件及び取引条件の決定方針等 
(注) １ 竹内惠司、竹内伸枝が第三者(㈱サカエヤ)の代表者として行った取引であります。また、仏壇店及び式典部

事務所の賃料等については、不動産鑑定士の鑑定評価額に基づいて決定しております。 

２ 当社の主要株主及び役員である竹内惠司、竹内伸枝及びその近親者がそれぞれ議決権の41.5％、25.0％、
33.5％を直接所有しております。 

３ 学校法人鶴嶺学園(専門学校運営)との取引であり、駐車場等の賃料については、不動産鑑定士の鑑定評価額
に基づいて決定しております。 

４ 学校法人鶴嶺学園(専門学校運営)との取引であり、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しており
ます。 

５ 社会福祉法人惠伸会(特別養護老人ホーム運営)・学校法人鶴嶺学園(専門学校運営)との取引であり、出向者
の人件費を一般の取引条件と同様に決定しております。 

６ ㈱サカエヤ、竹内伸枝との取引であり、購入価格は不動産鑑定士の鑑定評価額に基づいて決定しておりま
す。購入した店舗・土地は平成18年６月オープンのサン・ライフサカエヤ・ホールとして使用、また平成18
年３月31日付で不動産の賃借契約（注１）を解消しております。 

７ 上記金額のうち、取引額は消費税等を含んでおりません。 

  

属性 会社等 
の名称 住所 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％) 

関係内容 
取引の内容

取引金額 
(千円) 科目 期末残高

(千円) 

 
役員の
兼任等 

事業上
の関係  

主要株主

(個人)・

役員及び

その近親

者 

竹内惠司 
神奈川
県平塚
市 

―

社会福祉法
人惠伸会 
理事長 

被所有  
直接12.88 
間接35.24 

― ―
役務の提供
(注5) 

  
17,406 

  
  

― 
  

―
   

学校法人 
鶴嶺学園 
理事長 

― ―

不動産の賃

借(注3) 
役務の提供

(注4)  
役務の提供

(注5) 

1,260 
  

2,809 
  

9,132 

― 
  
売掛金 

  
― 

―
  
1,354
  
― 

 

当社代表取
締役 
㈱サカエヤ 
代表取締役 

― ―
㈱サカエヤ
からの仏壇
店及び式典
部事務所の
賃借(注1) 

35,429 ― ―

竹内伸枝 
神奈川
県平塚
市 

―
当社取締役 
㈱サカエヤ 
代表取締役 

被所有
直接 8.94 
間接35.24 

― ― 不動産の購
入(注6) 100,250 建設 

仮勘定 50,000

主要株主
(個人)・
役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会 社 等
(当該会
社等の子
会社を含
む) 

㈱サカエ
ヤ 

神奈川
県平塚
市 

20,000 不動産の賃
貸及び管理 

所有
―(注2) 
被所有 
直接35.24 

兼任２名
建物の
賃借 

不動産の購
入(注6) 95,230 建設 

仮勘定 50,000

仏壇店及び
式典部事務
所 の 賃 借
(注1) 
  

「主要株主(個人)及びその近
親者」と重複するため記載を
省略しております。 



(訂正後) 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ 役員及び個人主要株主等 

  

取引条件及び取引条件の決定方針等 
(注) １ 竹内惠司、竹内伸枝が第三者(㈱サカエヤ)の代表者として行った取引であります。また、仏壇店及び式典部

事務所の賃料等については、不動産鑑定士の鑑定評価額に基づいて決定しております。 

２ 同社は、当社の主要株主及び役員である竹内惠司、竹内伸枝及びその近親者がそれぞれ議決権の41.5％、
25.0％、33.5％を直接所有しており、株式や不動産を保有する資産管理業務を主な業務としております。 

３ 学校法人鶴嶺学園(専門学校運営)との取引であり、駐車場等の賃料については、不動産鑑定士の鑑定評価額
に基づいて決定しております。なお、平成18年３月31日付で当該不動産の賃貸借契約を解消しております。 

４ 社会福祉法人惠伸会(特別養護老人ホーム運営)・学校法人鶴嶺学園(専門学校運営)との取引であり、市場価
格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。 

５ 社会福祉法人惠伸会(特別養護老人ホーム運営)・学校法人鶴嶺学園(専門学校運営)との取引であり、出向者
の人件費を一般の取引条件と同様に決定しております。なお、平成18年３月31日付で社会福祉法人惠伸会及
び学校法人鶴嶺学園との出向契約を解消しております。 

６ ㈱サカエヤ、竹内伸枝との取引であり、購入価格は不動産鑑定士の鑑定評価額に基づいて決定しておりま
す。購入した店舗・土地は平成18年６月オープンのサン・ライフサカエヤ・ホールとして使用しておりま
す。なお、平成18年３月31日付で㈱サカエヤとの当該不動産の賃借契約（注１、２）は解消しております
が、一部外部所有者の土地につきましては所有者との関係上当社よりの直接賃料支払が出来ず、平成18年４
月以降竹内伸枝経由にて賃料支払を行っております。 

７ 上記金額のうち、取引額は消費税等を含んでおりません。 

  

属性 会社等 
の名称 住所 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％) 

関係内容 
取引の内容

取引金額 
(千円) 科目 期末残高

(千円) 

 
役員の
兼任等 

事業上
の関係  

主要株主

(個人)・

役員及び

その近親

者 

竹内惠司 
神奈川
県平塚
市 

―

社会福祉法
人惠伸会 
理事長 

被所有  
直接12.88 
間接35.24 

― ―

役務の提供
(注4) 
役務の提供
(注5) 

318 
  

17,406 
  

― 
  

―
  

学校法人 
鶴嶺学園 
理事長 

― ―

不動産の賃

借(注3) 
役務の提供

(注4)  
役務の提供

(注5) 

1,260 
  

2,809 
  

9,132 

― 
  
売掛金 

  
― 

―
  
1,354
  
― 

 

当社代表取
締役 
㈱サカエヤ 
代表取締役 

― ―
㈱サカエヤ
からの仏壇
店及び式典
部事務所の
賃借(注1) 

35,429 ― ―

竹内伸枝 
神奈川
県平塚
市 

―
当社取締役 
㈱サカエヤ 
代表取締役 

被所有
直接 8.94 
間接35.24 

― ― 不動産の購
入(注6) 100,250 建設 

仮勘定 50,000

主要株主
(個人)・
役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会 社 等
(当該会
社等の子
会社を含
む) 

㈱サカエ
ヤ 

神奈川
県平塚
市 

20,000 不動産の賃
貸及び管理 

所有
―(注2) 
被所有 
直接35.24 

兼任２名
建物の
賃借 

不動産の購
入(注6) 95,230 建設 

仮勘定 50,000

仏壇店及び
式典部事務
所 の 賃 借
(注2) 
  

「主要株主(個人)及びその近
親者」と重複するため記載を
省略しております。 



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

注記事項 

(税効果会計関係) 

(訂正前) 

  

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日)  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産)  

(繰延税金負債)  

貸倒引当金損金算入限度超過額 23,498千円

賞与引当金損金算入限度超過額 14,035千円

退職給付引当金損金算入限度超過額   19,197千円

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 120,044千円

減損会計税効果取得簿価 222,097千円

減価償却超過額 38,030千円

施設利用権評価損 4,411千円

出資金評価損 13,570千円

未収還付事業税 △1,992千円

その他 9,947千円

繰延税金資産合計 462,839千円

その他有価証券評価差額金 18,655千円

繰延税金負債合計 18,655千円

繰延税金資産の純額 444,183千円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産)  

(繰延税金負債)  

貸倒引当金損金算入限度超過額 29,273千円

賞与引当金損金算入限度超過額 13,233千円

退職給付引当金損金算入限度超過額   21,436千円

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 119,812千円

減損会計税効果取得簿価 140,204千円

減価償却超過額 51,540千円

施設利用権評価損 4,411千円

出資金評価損 11,423千円

未収事業税 25,367千円

その他 8,641千円

繰延税金資産合計 425,343千円

その他有価証券評価差額金 22,961千円

繰延税金負債合計 22,961千円

繰延税金資産の純額 402,381千円

 

  
  

  

（注）上記以外に評価性引当金の対象とした金額が 

851,099千円（減損損失851,069千円）あります。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目の内訳 

当期純損失を計上しているため記載を省略してお

ります。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目の内訳 

法定実効率 40.1％

（調整）  
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.2％

繰延税金資産取崩 5.2％

その他 △0.9％

税効果会計適用後の法人税等の実効税率 45.8％



  
(訂正後) 

  

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日)  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産)  

(繰延税金負債)  

  

貸倒引当金損金算入限度超過額 23,498千円

賞与引当金損金算入限度超過額 14,035千円

退職給付引当金損金算入限度超過額   19,197千円

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 120,044千円

減損会計税効果取得簿価 883,927千円

減価償却超過額 38,030千円

借地権評価損 62,867千円

施設利用権評価損 4,411千円

出資金評価損 13,570千円

未収還付事業税 △1,992千円

その他 9,947千円

繰延税金資産小計 1,187,536千円

評価性引当額 △724,697千円

繰延税金資産合計 462,839千円

その他有価証券評価差額金 18,655千円

繰延税金負債合計 18,655千円

繰延税金資産の純額 444,183千円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産)  

(繰延税金負債)  

  

貸倒引当金損金算入限度超過額 29,273千円

賞与引当金損金算入限度超過額 13,233千円

退職給付引当金損金算入限度超過額   21,436千円

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 119,812千円

減損会計税効果取得簿価 846,269千円

減価償却超過額 51,540千円

借地権評価損 62,867千円

施設利用権評価損 4,411千円

出資金評価損 11,423千円

未払事業税 25,367千円

その他 8,641千円

繰延税金資産小計 1,194,275千円

評価性引当金 △768,932千円

繰延税金資産合計 425,343千円

その他有価証券評価差額金 22,961千円

繰延税金負債合計 22,961千円

繰延税金資産の純額 402,381千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目の内訳 

当期純損失を計上しているため記載を省略してお

ります。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目の内訳 

法定実効率 40.1％

（調整）  
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.2％

繰延税金資産取崩 5.2％

その他 △0.9％

税効果会計適用後の法人税等の実効税率 45.8％



  

  

【表紙】   

【提出書類】 半期報告書の訂正報告書 

【根拠条文】 証券取引法第24条の５第５項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成19年４月27日 

【事業年度】 第37期中(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

【会社名】 株式会社サン・ライフ 

【英訳名】 SUN・LIFE CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  松 居 克 彦   

【本店の所在の場所】 神奈川県平塚市馬入本町13番11号 

【電話番号】 0463 (22) 1233 (代表) 

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長  加 藤 武 嗣 

【最寄りの連絡場所】 神奈川県平塚市馬入本町13番11号 

【電話番号】 0463 (22) 1233 (代表) 

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長  加 藤 武 嗣 

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所 

  (東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号) 



１ 【半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成17年12月20日に提出いたしました第37期中(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)半期報

告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため半期報告書の訂正報告書を提出する

ものであります。 

  

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報 

 第２ 事業の状況 

  ２ 生産、受注及び販売の状況 

 第４ 提出会社の状況 

  １ 株式等の状況 

   (2) 新株予約権等の状況 

  

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 



第一部 【企業情報】 

第２ 【事業の状況】 

２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(訂正前) 

 売上実績 

当中間連結会計期間における売上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。 

  

区分

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

(千円) 

前年同期比(％)

       
       
       

式典事業 

湘南葬祭グループ 1,055,665 △9.3

県央葬祭グループ 845,436 4.0

多摩葬祭グループ 566,513 △6.3

式典事業売上高 2,467,615 △4.4

       
       
       

合計 4,313,255 △5.3



(訂正後) 

 売上実績 

当中間連結会計期間における売上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。 

  

区分

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

(千円) 

前年同期比(％)

       
       
       

式典事業 

湘南葬祭グループ 1,055,665 △9.3

県央葬祭グループ 845,436 4.0

西東京葬祭グループ 566,513 △6.3

式典事業売上高 2,467,615 △4.4

       
       
       

合計 4,313,255 △5.3



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(2) 【新株予約権等の状況】 

(訂正前) 

当社は、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しております。 

  

＜以下省略＞ 

  

株主総会の特別決議日（平成１４年６月２５日） 

  中間会計期間末現在 

（平成17年9月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個）      1,365（注）1      1,343（注）1 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）        136,500（注）2  134,300（注）2 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり1,311（注）3 同左 

新株予約権の行使期間 平成16年7月1日～平成20年6月30日 同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  1,311 

資本組入額  656 
同左 

新株予約権の行使の条件 新株予約権の割当てを受けた者（以

下、「新株予約権者」という。）

は、権利行使時において、当社又は

当社子会社の取締役、従業員又はパ

ート人員並びに関係法人職員の地位

にあることを要する。ただし、当社

の取締役会が特に認めた場合は、こ

れと異なる条件で権利を行使するこ

とが出来る。また、その他の条件に

ついては、取締役会決議に基づき、

当社と新株予約権者との間で締結す

る契約に定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役

会の承認を要する。 
同左 



(訂正後) 

当社は、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しております。 

  

＜以下省略＞ 

  

株主総会の特別決議日（平成１４年６月２５日） 

  中間会計期間末現在 

（平成17年9月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個）      1,365（注）1      1,344（注）1 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）        136,500（注）2  134,400（注）2 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり1,311（注）3 同左 

新株予約権の行使期間 平成16年7月1日～平成20年6月30日 同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  1,311 

資本組入額  656 
同左 

新株予約権の行使の条件 新株予約権の割当てを受けた者（以

下、「新株予約権者」という。）

は、権利行使時において、当社又は

当社子会社の取締役、従業員又はパ

ート人員並びに関係法人職員の地位

にあることを要する。ただし、当社

の取締役会が特に認めた場合は、こ

れと異なる条件で権利を行使するこ

とが出来る。また、その他の条件に

ついては、取締役会決議に基づき、

当社と新株予約権者との間で締結す

る契約に定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役

会の承認を要する。 
同左 




