
 

 
平成２０年１１月１４日 

 

各 位  

 

会 社 名 株式会社 サン・ライフ 

代表者氏名  代表取締役社長 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) 

 

 

（訂正）「平成21年３月期 第２四半期決算短信」の一部訂正について 

 

平成20年11月７日に発表いたしました「平成21年３月期 第２四半期決算短信」の記載内容について、

一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は下線で表示しておりま

す。 

 

記 

訂正箇所を「平成21年３月期 第２四半期決算短信」のページ数で示しております。 

 

１．３ページ目 定性的情報・財務諸表等 ２．財政状態に関する定性的情報」 

 

【訂正前】 

②キャッシュ・フローの情報 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は22百万円となりました。こ

れは、税金等調整前四半期純損失633百万円、減価償却費412百万円、及びのれん償却費116百万

円が主たる要因であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は436百万円となりました。

これは、有形固定資産等の取得による支出427百万円が主たる要因であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は72百万円となりました。こ

れは、配当金の支払額96百万円が主たる要因であります。 

【訂正後】 

②キャッシュ・フローの情報 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は226百万円となりました。

これは、税金等調整前四半期純損失633百万円、減価償却費412百万円、及びのれん償却費116百

万円が主たる要因であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は685百万円となりました。

これは、有形固定資産等の取得による支出671百万円が主たる要因であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は72百万円となりました。こ

れは、配当金の支払額96百万円が主たる要因であります。 
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２．８～９ページ目　５．【四半期財務諸表】　(３)【四半期キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）
当第２四半期連結累計期間

(自 平成20年７月１日
 至 平成20年９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 △ 633,246
 減価償却費 412,369
 のれん償却額 116,645
 退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,868
 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △ 315,562
 貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 14,127
 賞与引当金の増減額（△は減少） 21,426
 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 20,000
 前受金復活損失引当金の増加額 853
 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 3,512
 投資有価証券評価損益（△は益） 398,795
 受取利息及び受取配当金 △ 38,286
 有形固定資産除売却損益（△は益） 17,135
 売上債権の増減額（△は増加） 38,847
 たな卸資産の増減額（△は増加） 549
 仕入債務の増減額（△は減少） △ 116,889

 未払金の増減額（△は減少） △ 55,750

 前払式特定取引前受金の減少額 13,200
 保証金の増減額 △ 46,272
 破産更生債権等の増減額（△は増加） 12,295
 その他の流動資産の増減額（△は増加） △ 15,795

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 184,379

 小計 20,946

 利息及び配当金の受取額 38,372
 法人税等の支払額 △ 183,650
 法人税等の還付額 101,588

 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 22,743

投資活動によるキャッシュ・フロー
　有形及び無形固定資産の取得による支出 △ 427,739
　有形固定資産の除却による支出 △ 6,533
　投資有価証券の取得による支出 △ 102,000
　投資有価証券の償還による収入 103,840
　出資金の払込による支出 △ 1,000
　貸付けによる支出 1,000
　貸付金の回収による収入 △ 2,251
　保険積立金の積立による支出 △ 1,963
　その他 9

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 436,637

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日
 至 平成20年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー
　配当金の支払額 △ 96,490
　新株予約権の行使による株式の発行による収入 28,273
　自己株式の取得による支出 △ 4,103
　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 72,320
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 531,701
現金及び現金同等物の期首残高 4,424,586
現金及び現金同等物の四半期末残高 3,892,884

【訂正前】
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（単位：千円）
当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年９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損失 △ 633,246
　減価償却費 412,369
　のれん償却額 116,645
  退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,868
　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △ 315,562
  長期未払金の増減額 320,355
　貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 14,127
  賞与引当金の増減額（△は減少） 21,426
  役員賞与引当金の増減額（△は減少） 20,000
　前受金復活損失引当金の増加額 853
  店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 3,512
　投資有価証券評価損 398,796
　受取利息及び受取配当金 △ 38,286
  有形固定資産除売却損益（△は益） 17,135
  売上債権の増減額（△は増加） 38,847
  たな卸資産の増減額（△は増加） 549
　仕入債務の増減額（△は減少） △ 116,889
　未払金の増減額（△は減少） △ 175,963
　前払式特定取引前受金の増減額 13,200
　保証金の増減額（△は増加） △ 46,272
  破産更生債権等の増減額（△は増加） 12,295

  その他の流動資産の増減額（△は増加） 71,545

  その他の流動負債の増減額（△は減少） 189,679

　小計 313,731

　利息及び配当金の受取額 38,372
　法人税等の支払額 △ 227,655
　法人税等の還付額 101,588

　営業活動によるキャッシュ・フロー 226,036

投資活動によるキャッシュ・フロー
　有形及び無形固定資産の取得による支出 △ 671,217
　有形固定資産の除却による支出 △ 11,834
　投資有価証券の取得による支出 △ 102,000
　投資有価証券の償還による収入 103,840
　出資金の払込による支出 △ 1,000
　貸付けによる支出 △ 2,251
　貸付金の回収による収入 1,000
　保険積立金の積立による支出 △ 1,963
　その他 9

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 685,417

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー
　配当金の支払額 △ 96,490
　新株予約権の行使による株式の発行による収入 28,273
　自己株式の取得による支出 △ 4,103
　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 72,320
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 531,701
現金及び現金同等物の期首残高 4,424,586
現金及び現金同等物の四半期末残高 3,892,884

【訂正後】
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