
平成 22 年５月 21 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  比企 武 

(ＪＡＳＤＡＱ・コード番号 ４６５６) 

問 合 せ 先 常務取締役業務支援本部長 

      石野 寛 

(ＴＥＬ ０４６３-２２-１２３３) 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 22 年 3 月期 決算短信」の一部訂正について 

 

平成 22 年５月 10 日に開示いたしました「平成 22 年 3 月期 決算短信」の一部に訂正がありましたので、下記

のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所は下線を付しております。 

 

記 

【１ページ】 

１．22 年３月期の連結業績（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日） 

(3)連結キャッシュ・フローの状況 

【訂正前】 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

22 年３月期 2,211 △863 △244 5,389

21 年３月期 1,194 △1,135 △198 4,285
 

【訂正後】 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円
22 年３月期 2,120 △771 △244 5,389

21 年３月期 1,194 △1,135 △198 4,285

 

【６ページ】 

１．経営成績 

(2)財政状態に関する分析 

  ②キャッシュ・フローの状況 

【訂正前】 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は2,211百万円となりました。これは、税金等調整前当期

純利益 914 百万円、減価償却費 790 百万円及びのれん償却費 233 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） 

当連結会計年度において投資活動の結果支出した資金は863百万円となりました。これは、有形固定資産及び無

形固定資産の取得による支出1,634百万円があったものの、供託金の返還による収入 1,200 百万円があったことが

主たる要因であります。 

【訂正後】 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は2,120百万円となりました。これは、税金等調整前当期

純利益 914 百万円、減価償却費 790 百万円及びのれん償却費 233 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） 

当連結会計年度において投資活動の結果支出した資金は771百万円となりました。これは、有形固定資産及び無

形固定資産の取得による支出1,542百万円があったものの、供託金の返還による収入 1,200 百万円があったことが

主たる要因であります。 
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【14～15 ページ】 

４．【連結財務諸表】 

(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

【訂正前】 

  (単位：千円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 20 年 4月 1日 

 至 平成 21 年 3月 31 日)

当連結会計年度 

(自 平成 21 年 4月 1日 

 至 平成 22年 3月 31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）              △57,906   914,291 

 減価償却費                865,310   790,646 

 のれん償却額                233,290   233,290 

 退職給付引当金の増減額（△は減少）                 28,631   743 

 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（△は減少）                320,355   △8,834 

 貸倒引当金の増減額（△は減少）            △39,287   9,068 

 賞与引当金の増減額（△は減少）                  3,195   50,000 

 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少）                 12,109   13,059 

 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）                △3,293    － 

 投資有価証券評価損益（△は益）                389,529    － 

 投資有価証券売却損益（△は益）  －   86,833 

  ゴルフ会員権評価損                 18,472    － 

 出資金運用益（△は減少）                △4,242                △1,922 

 受取利息及び受取配当金              △60,140               △66,983 

 有形固定資産除売却損益（△は益）                 32,939   80,343 

 売上債権の増減額（△は増加）               △29,851   29,963 

 たな卸資産の増減額（△は増加）                △2,533   11,210 

 仕入債務の増減額（△は減少）              △46,245   23,683 

 未払金の増減額（△は減少）             △179,258   211,515 

 前払式特定取引前受金の増減額(△は減少)             △183,840             △179,821 

 保証金の増減額（△は増加）                 51,264              △151,002 

 破産更生債権等の増減額（△は増加）                 34,031                △9,068 

 その他の流動資産の増減額（△は増加）                 50,021               △14,264 

 その他の流動負債の増減額（△は減少）                277,500   99,401 

 その他               △6,128   6,449 

 小計              1,388,362   2,128,605 

 利息及び配当金の受取額                 61,722   55,063 

 法人税等の支払額             △357,240               △81,428 

 法人税等の還付額                102,125   109,353 

 営業活動によるキャッシュ・フロー              1,194,970   2,211,594 
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  (単位：千円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 20 年 4月 1日 

 至 平成 21 年 3月 31 日)

当連結会計年度 

(自 平成 21 年 4月 1日 

 至 平成 22年 3月 31日)

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                   △85    － 

 有形及び無形固定資産の取得による支出            △1,131,413   △1,634,479 

 有形及び無形固定資産の売却による収入                  9,488   13,585 

 有形及び無形固定資産の除却による支出               △14,219   △946 

 投資有価証券の取得による支出              △102,000   △1,357,130 

 投資有価証券の償還による収入                105,462   500,000 

 投資有価証券の売却による収入  －   806,745 

 出資金の取得による支出                △1,000    － 

 供託金の預入による支出               △10,189   △400,000 

 供託金の返還による収入  －   1,200,000 

 貸付けによる支出               △27,575    － 

 貸付金の回収による収入                 33,814   8,769 

 保険積立金の積立による支出                △1,963   △1,963 

 その他                  4,242   1,922 

 投資活動によるキャッシュ・フロー            △1,135,438   △863,497 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 配当金の支払額              △194,193   △193,376 

 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               △32,222   △51,461 

 財務活動によるキャッシュ・フロー              △198,142   △244,838 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）              △138,610   1,103,259 

現金及び現金同等物の期首残高              4,424,586   4,285,975 

現金及び現金同等物の期末残高              4,285,975   5,389,235 
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【訂正後】 

  (単位：千円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 20 年 4月 1日 

 至 平成 21 年 3月 31 日)

当連結会計年度 

(自 平成 21 年 4月 1日 

 至 平成 22年 3月 31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）              △57,906   914,291 

 減価償却費                865,310   790,646 

 のれん償却額                233,290   233,290 

 退職給付引当金の増減額（△は減少）                 28,631   743 

 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（△は減少）                320,355   △8,834 

 貸倒引当金の増減額（△は減少）            △39,287   9,068 

 賞与引当金の増減額（△は減少）                  3,195   50,000 

 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少）                 12,109   13,059 

 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）                △3,293    － 

 投資有価証券評価損益（△は益）                389,529    － 

 投資有価証券売却損益（△は益）  －   86,833 

  ゴルフ会員権評価損                 18,472    － 

 出資金運用益（△は減少）                △4,242                △1,922 

 受取利息及び受取配当金              △60,140               △66,983 

 有形固定資産除売却損益（△は益）                 32,939   80,343 

 売上債権の増減額（△は増加）               △29,851   29,963 

 たな卸資産の増減額（△は増加）                △2,533   11,210 

 仕入債務の増減額（△は減少）              △46,245   23,683 

 未払金の増減額（△は減少）             △179,258   120,544 

 前払式特定取引前受金の増減額(△は減少)             △183,840             △179,821 

 保証金の増減額（△は増加）                 51,264              △151,002 

 破産更生債権等の増減額（△は増加）                 34,031                △9,068 

 その他の流動資産の増減額（△は増加）                 50,021               △14,264 

 その他の流動負債の増減額（△は減少）                277,500   99,401 

 その他               △6,128   5,911 

 小計              1,388,362   2,037,096 

 利息及び配当金の受取額                 61,722   55,063 

 法人税等の支払額             △357,240               △81,428 

 法人税等の還付額                102,125   109,353 

 営業活動によるキャッシュ・フロー              1,194,970   2,120,086 
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  (単位：千円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 20 年 4月 1日 

 至 平成 21 年 3月 31 日)

当連結会計年度 

(自 平成 21 年 4月 1日 

 至 平成 22年 3月 31日)

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                   △85    － 

 有形及び無形固定資産の取得による支出            △1,131,413   △1,542,970

 有形及び無形固定資産の売却による収入                  9,488   13,585 

 有形及び無形固定資産の除却による支出               △14,219   △946 

 投資有価証券の取得による支出              △102,000   △1,357,130 

 投資有価証券の償還による収入                105,462   500,000 

 投資有価証券の売却による収入  －   806,745 

 出資金の取得による支出                △1,000    － 

 供託金の預入による支出               △10,189   △400,000 

 供託金の返還による収入  －   1,200,000 

 貸付けによる支出               △27,575    － 

 貸付金の回収による収入                 33,814   8,769 

 保険積立金の積立による支出                △1,963   △1,963 

 その他                  4,242   1,922 

 投資活動によるキャッシュ・フロー            △1,135,438   △771,988 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 配当金の支払額              △194,193   △193,376 

 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               △32,222   △51,461 

 財務活動によるキャッシュ・フロー              △198,142   △244,838 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）              △138,610   1,103,259 

現金及び現金同等物の期首残高              4,424,586   4,285,975 

現金及び現金同等物の期末残高              4,285,975   5,389,235 
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